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１ はじめに 

 

 当院は、１９５０年１０月、病床数１２４床の明石市立市民病院として開設されて以来、市民の

生命と健康を守り信頼される病院を目指して、それぞれの時代のニーズに即した医療機能の充実に

努めてきました。しかしながら、２００４年の新臨床研修医師マッチング制度に端を発した全国的

な医師偏在の荒波のなか、医師不足や一部の診療科閉鎖などが影響して診療体制の維持に危機的な

状況が生じました。これを契機として、明石市の地域医療を守るべく「明石市安心の医療確保政策

協議会」が開催され、２０１１年１０月より、行政とは一定の距離を置いた立場で地域医療と向き

合う“地方独立行政法人明石市立市民病院”として再出発して、病院再建にあたることになりまし

た。２０１３年１１月からは地域医療支援病院となって各専門診療科の医師の増員や診療科の増

設・充実に積極的に取り組み、新たな診療体制と経営基盤の改善を図りました。地方独立行政法人

化後の診療体制は、国が推し進める“地域包括ケアシステム”の中核病院となることを目指し、急性

期医療を中心としながらも「在宅から入院、そして在宅へ」をキーワードに回復期機能にも一定の

軸足を置いた医療提供体制を構築し、この間、経常収支の黒字化を継続して財務体質を強化し、２

０２０年１０月には開設７０周年を迎えることができました。 

 医療を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、医療技術の進歩、医療提供の多様化等により大きく

変化しています。こうした今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口

の減少を見据えて、国は病床の機能分化と医療機関の連携、再編統合を進めることによる地域医療

の持続可能な改革（地域医療構想）を推し進めようとしています。しかしながら、医療の地域間格

差が是正できない中での改革議論は遅々として進んでいないのが現状です。さらに２０２０年に発

生し全国に蔓延した新型コロナウイルス感染症は地域医療構想の議論に少なからず影響を与えてい

ます。蔓延当初よりコロナ診療の最前線に立った医療機関の多くは公立・公的病院であったことか

ら、公立・公的病院のあり方が改めて問われる要因になりました。当院も２０２０年４月から明石

市唯一のコロナ入院診療の重点医療機関として機能し現在に至っています。   

また、現在の病院建物が前回の改築後すでに３０年を経過して建物躯体の老朽化が進み、手術室

や放射線検査室などの病院の心臓部ともいえる医療機器設備が時代の進歩に立ち遅れて診療に支障

を生じる状況にあります。このような中、当院のさらに３０年後を見据えた将来構想を議論すべき

時期に至っていると判断し、「地域医療構想の進捗を見据えた今後の病院体制のあり方検討部会」を

設置しました。当院の将来構想を考えるうえでは、明石市・神戸市西部医療圏において予測される

将来的な人口動態、疾病構造、受療動態などを精査する必要があることから、外部有識者の協力も

仰いで適切に分析するとともに、行政や医師会、市民の意見を集約しつつ都合４回の会議において

議論してまいりました。その議論の結果として、現時点で考えられる当院の将来あるべき診療体制

の方向性についてまとめましたので報告いたします。 
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２ 地域の医療提供体制 

２－１ 周辺環境 

１）近隣医療機関の医療機能 

 当院は明石市東部に位置し、神戸市に隣接しています。兵庫県が定める医療計画において、当院

は明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町から成る東播磨医療圏に属しますが、明石市内東部

に所在する関係上、明石市だけでなく医療圏の異なる神戸市西区や垂水区の住民にも医療を提供

し、約２２％が神戸市西部、約１０％がその他地域からの受診となっています。 

 当院は地域医療の確保を図る病院として２０１３年１１月に兵庫県より地域医療支援病院の承認

を受けました。さらに救急告示医療機関として２４時間体制で救急患者の受入れを行うなど、緊急

入院や緊急手術を必要とする二次救急を提供しています。また、在宅療養後方支援病院として在宅

医療を提供している医療機関と連携して後方支援する役割を担っています。当院のほか明石市内で

は明石医療センター（３８２床）が地域医療支援病院および二次救急を提供しており、加えて地域

周産期母子医療センターとして地域の周産期医療を担っています。また、脳神経の専門病院として

は大西脳神経外科病院（１７２床）があり、精神科専門病院としては明石土山病院（４０３床）、

こころのホスピタル（２７６床）があります。そのほかに、６０床から２００床規模の医療法人が

１５病院あり、回復期から慢性期に軸足を置いた地域医療を提供しています。 

さらに、明石市内には都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受けた兵庫県立がんセンター（４

００床）があり、県内のがん診療におけるリーディングホスピタルとして他施設では治療できない

難治例や希少がんに対応するがん専門病院として重要な役割を担っています。また、東播磨医療圏

において、二次救急では対応できない重症患者、重篤な救急患者を受ける三次救急や、災害発生時

に災害医療を行う災害拠点病院は兵庫県立加古川医療センター（３５３床―感染症病床８床含む）

が担っています。 

 

２）病床の種類別許可病床数 

 当院の許可病床数は、２０２１年４月時点で一般病床３２９床です。東播磨医療圏の許可病床数

の総数は７,４２８床（一般４,４９６床、療養１,４６２床、精神１,４６２床、結核０床、感染８

床）で、２００床以下の病院に療養病床が多く、結核病床はなし、圏域の中央付近に位置する兵庫

県立加古川医療センターに感染症病床が８床あります。当院を中心とする半径１０ｋｍ圏域に含ま

れる地域の明石市全域と神戸市西区及び垂水区の許可病床数の総数は８,３８２床（一般４,６４７

床、療養１,２３６床、精神２,４４９床、結核５０床、感染０床）と東播磨医療圏より多く、特に

神戸市西区は精神病床の占める割合が高くなっています。 
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３）医療機能区分別許可病床数 

 当院の一般病床３２９床を医療機能区分別にみると、２０２０年度病床機能報告では高度急性期

８床、急性期２９１床（地域包括ケア病床５０床を含む）、回復期３０床です。２０２０年度の病

床機能報告における東播磨医療圏の内訳は高度急性期３９０床、急性期３,３０６床、回復期８９８

床、慢性期１,２９６床で、高度急性期病床は加古川中央市民病院が７割強を占め、急性期機能と回

復期機能を併せ持つ病院は１９９床以下の病院に多く、２００床以上では当院と高砂西部病院の２

病院のみです。明石市と神戸市西区及び垂水区の内訳は高度急性期１２７床、急性期３,３１２床、

回復期１,０４４床、慢性期１,０３５床で、東播磨医療圏より高度急性期が少なく、回復期がやや

多くなっていますが、垂水区の回復期は他市区よりやや少なくなっています。 

 

４）病院間の競争力分析（ＭＤＣポートフォリオ分析） 

 一般企業では広く用いられているプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント（ＰＰＭ）を病院

用にアレンジしたＭＤＣポートフォリオ分析を行いました。図は厚生労働省による２０１９年度Ｄ

ＰＣ導入の影響評価に係る「退院患者調査」のデータから、東播磨医療圏と神戸市西区及び垂水区

の医療機関の競争力を示したバブルチャートで、当該地域の各医療機関の全症例を示しています。

縦軸が在院日数の指標で全国平均を

１で示し、数値が高いほど治療に要

する期間が短くなっています。横軸

がシェア率で各医療機関の累積症例

数に占める医療機関ごとの割合を示

し、右にいくほど地域の中での症例

数の占有率が高くなっています。バ

ブル（円）の大きさが症例数を表し

ており、競争力のある医療機関ほど

図の右上に位置します。 

当院（２０１９年度病床機能報告

の病床数３２９床、医師数６５名）

は赤色のバブルで加古川中央市民病院（病床数６００床、医師数１８９名）、神戸市立西神戸医療

センター（病床数４２５床、医師数１４９名）、明石医療センター（病床数３８２床、医師数１２

６名）、兵庫県立加古川医療センター（病床数３４５床、医師数１００名）に次ぎ兵庫県立がんセ

ンター（病床数４００床、医師数１１９名）と同程度のシェア率となっています。当院は競争力が

高いとされる右上に位置し、特に在院日数の指標が高く効率的な医療が提供されていると評価でき

ます。シェア率が高い医療機関は当院と同程度の病床規模であっても、医師数は１.５倍から２倍程

度多くなっています。当院は医療資源を効率的に活用して第一線の医療を提供できています。 

  

※出典：令和元年度DPC導入の影響評価に係る「退院患者調査」より作成 
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５）当院の強み  

前述のＭＤＣポートフォリオ分析をＭＤＣ（医療診断分類）ごとにみると、当院の強みとなる比

較的競争力が高いとされる位置にある疾患は「ＭＤＣ０３耳鼻」、「ＭＤＣ０６消化器」、「ＭＤＣ１

１腎尿路」、「ＭＤＣ１３血液」、「ＭＤＣ１６外傷」です。また、小児疾患に対応可能な医療機関は

当院含む４機関のみと少なくなっています。地域における当院の立ち位置は特定の疾患に特化した

専門病院ではなく、広範囲の疾患を受け入れられる総合病院であることがわかります。 

 

  

※出典：令和元年度DPC導入の影響評価に係る「退院患者調査」より作成 
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６）東播磨医療圏域で不足する医療 

 東播磨医療圏域で不足する医療について、厚生労働省の２０１９年度ＤＰＣ導入の影響評価に係

る「退院患者調査」のデータから、ＭＤＣ分類ごとにパレート図を作成し、地域の医療提供状況を

可視化し特定しました。各医療機関の症

例件数を手術の有無で色分けし、ＭＤＣ

分類ごとに症例数の多い医療機関から順

に並べ医療圏別ＭＤＣ分類別症例数に対

して、その医療機関が占める割合の累積

を折れ線グラフで示しました。累積占有

率が１００％未満となる疾患については

他圏域に患者が流出している可能性があ

ると推測できます。 

分析結果として「ＭＤＣ０３耳鼻」、

「ＭＤＣ１０内分泌」、「ＭＤＣ１３血

液」において、他圏域に１０％強の患者

が流出している可能性があります。「Ｍ

ＤＣ０３耳鼻」は全体の８割を占める上

位６病院のうち耳鼻咽喉科を標榜し、常

勤医が在籍する総合病院は当院と加古川

中央市民病院の２医療機関のみです。

「ＭＤＣ１０内分泌」は１９９床以下の

比較的小規模病院での受入れ実績が多い

疾患であり、内分泌疾患に分類される疾

患の手術対応が可能な医療機関は少なく

なっています。「ＭＤＣ１３血液」は医

療圏域において血液系疾患の主な対応病

院は当院を含む上位３医療機関で当院は

第３位に位置しており、第４位の医療機

関とは１００症例以上の差があります。

加えて手術症例が多いのは加古川中央市

民病院と兵庫県立がんセンターの上位２

医療機関です。 

 

 

※出典：令和元年度DPC導入の影響評価に係る「退院患者調査」より作成 
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２－２ 当院の財務と診療体制の状況 

１）財務状況 

 当院の財務状況は、消費

税増税などを要因として経

常収支が赤字の年度（平成

２６年度）もありました

が、地方独立行政法人化後

は経常収支の黒字化傾向が

維持されるなど、安定した

財務基盤を構築することが

できています。資金状況に

ついても地方独立行政法人

発足時の約２０億円の資金

残高は年々減少傾向が続きましたが、近年は財務状況も安定し資金増加に転じ、２０２０年度末に

は新型コロナウイルス感染症対応に伴う補助金なども寄与して約２４億円と当初より多くの資金残

高を計上することができ、２０２１年度末には３０億円を超える見込みです。安定した財務基盤の

構築にあたっては医師の増加に伴う医業収益の増加が大きな要因であると捉えています。地方独立

行政法人化当初の４０名前後の常勤医師数も現在は６５名以上まで増加し、医業収益もそれに伴い

約５０億円から２０１９年度には約７６億円まで改善することができました。また、２０１９年２

月に休床中の病棟を回復期リハビリテーション病棟として開設し、一般急性期病床の平均在院日数

の短縮化による診療単価の向上や新入院患者数の増加など、医療提供の効率化に貢献しています。 

 

２）診療実績 

 当院は２５診療科から

成る総合病院であり、地

域医療支援病院として救

急医療の提供や地域の紹

介患者などに対応してい

ます。２０１７年１月に

は総合内科を新たに設置

し、従前の内科を血液内

科、腎臓内科、糖尿病内

科に独立させるなど、診

療体制の充実を図りまし

東部

本庁地区 小計 大久保地区 魚住地区 二見地区 小計 舞子エリア 多聞エリア 玉津地域 伊川谷地域

外科 52.6% 14.2% 8.3% 4.0% 2.0% 25.3% 3.1% 1.3% 13.7% 7.2% 7.9%

眼科 39.6% 35.4% 21.3% 8.8% 5.2% 16.2% 0.7% 0.9% 11.2% 3.5% 8.8%

血液内科 31.4% 40.7% 24.6% 2.5% 13.6% 9.3% 1.7% 0.0% 4.2% 3.4% 18.6%

産婦人科 21.4% 11.1% 6.5% 3.4% 1.2% 17.6% 2.8% 2.5% 7.1% 5.3% 49.8%

耳鼻咽喉科 37.5% 37.8% 17.4% 11.2% 9.2% 16.1% 2.0% 0.3% 8.6% 5.3% 8.6%

循環器内科 57.0% 9.2% 3.8% 3.8% 1.6% 27.8% 2.9% 3.6% 14.3% 7.0% 6.1%

小児科 54.7% 29.5% 22.8% 5.2% 1.5% 11.5% 1.7% 1.0% 4.4% 4.4% 4.3%

消化器内科 57.8% 9.8% 4.6% 4.1% 1.1% 25.2% 2.8% 1.3% 14.1% 6.9% 7.2%

腎臓内科 45.8% 18.1% 5.6% 9.0% 3.4% 24.3% 3.4% 1.7% 14.1% 5.1% 11.9%

整形外科 50.2% 13.2% 7.7% 3.5% 1.9% 24.2% 2.9% 1.5% 14.0% 5.8% 12.4%

糖尿内科 46.7% 11.1% 4.4% 2.2% 4.4% 33.3% 0.0% 2.2% 22.2% 8.9% 8.9%

総合内科 54.7% 12.4% 6.9% 3.8% 1.8% 24.3% 3.6% 2.0% 14.1% 4.7% 8.5%

脳神経外科 54.1% 10.4% 6.5% 2.2% 1.7% 26.0% 2.6% 1.3% 16.5% 5.6% 9.5%

泌尿器科 37.4% 29.9% 17.2% 9.3% 3.4% 22.2% 6.0% 1.3% 9.7% 5.2% 10.5%

皮膚科 42.3% 15.4% 3.8% 11.5% 0.0% 23.1% 3.8% 0.0% 11.5% 7.7% 19.2%

総計 48.7% 19.6% 11.5% 5.4% 2.7% 21.4% 2.8% 1.4% 11.6% 5.6% 10.3%

その他西部 神戸市垂水区 神戸市西区診療科

明石市 近隣（病院半径5km圏内に含まれる地域）

※令和元年度の退院患者症例データ（院内統計データ）より作成 
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た。その成果もあり総合内科や循環器内科、消化器内科などの内科系診療体制が充実し、新入院患

者数は増加傾向にあります。内科系以外にも外科や整形外科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科な

どを中心に、より安全で質の高い手術や特徴的な専門診療や特殊手術の実施にも継続して取り組ん

でいます。また、小児科は明石市の小児科の中核病院として、一般的な小児の病気から慢性疾患、

健診や予防接種など、幅広い診療を行っています。 

 当院が明石市東部に位置することもあり、当院の患者は主に明石市東部地域に多く所在していま

すが、明石市内では明石医療

センターより西部地域の患者

も多く受診しています。全体

の２／３が明石市の患者とい

う構成になっていますが、当

院が神戸市に隣接して立地す

る関係もあり、医療圏の異な

る神戸市西区や垂水区の患者

も多く、明石市を中心に市外

を含めて広範囲にわたる医療

提供がなされています。特に産婦人科は、骨盤底外科という特殊領域を得意分野としているため明

石市外からの患者が約７割を占め、また眼科、血液内科、耳鼻咽喉科、泌尿器科なども明石市西部

や市外からの患者構成比が高くなっています。 

 

３）救急医療 

 当院は二次救急診療や一次救急の後方支援、地域の小児医療の要を担う立場として内科系救急、

外科系救急、小

児救急に対応で

きる診療体制を

維持し、地域の

救急医療を推進

しています。 

２０２０年度

は新型コロナウ

イルス感染症の

影響により救急

搬送要請そのも

のが減少しまし

たが、それ以前

※令和元年度の退院患者症例データ（院内統計データ）より作成 

※院内統計データより作成 

明石市立 
市民病院 
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は年間３,０００件以上の救急搬送を受入れていました。患者構成と同様、明石市東部からの受入れ

を中心として、神戸市西区からも多くの救急搬送を受入れています。明石市西部からの受入れが明

石市東部や神戸市西区と比べ少なく見えますが、西部に明石医療センターや大西脳神経外科が立地

していることもあり、地域の中で救急医療の役割分担ができていることが分かります。 

 

４）周産期医療 

 明石市内の産科・婦人科を標榜する病院は５施設で、うち分娩を取り扱う病院はあさぎり病院

と、地域周産期母子医療センターを持つ明石医療センターの２施設になります。当院においても２

０１５年までは分娩を取り扱っていましたが、分娩対応を維持するための産婦人科医師の確保が困

難になったことと、年々分娩の実績件数が減少傾向にあったこと、並びに市内に年間約１,０００件

の分娩を取り扱う上記２つの病院と複数の診療所において市内の出生数に見合う分娩取り扱いが充

足しているとの判断から分娩を休止するに至りました。出産にあたっては２４時間３６５日の診療

体制の確保が必要であり産婦人科医師の確保が困難であれば、医師の労働条件も非常に過酷になり

ます。また、医療訴訟などのリスクも高いことから全国的に産婦人科の医師不足が課題となってい

ます。そうした背景もあり、近い将来の分娩を含む周産期医療については、明石市や兵庫県全体の

問題として検討する時期に来ているといえます。 

 

５）新型コロナウイルス感染症対応 

 ２０１９年１２月に中国湖北省武漢市で最初に確認された新型コロナウイルス感染症は短期間で

全世界に拡散され、日本でも２０２０年１月に初めての感染者が確認されるやいなや全国に広がり

を見せ、明石市でも２０２０年４月１日に１人目の感染者が確認されました。 

当院は明石市の中核公立病院として明石市行政、あかし保健所、明石市医師会などと連携しなが

ら、全国的な流行の初期段階より帰国者・接触者外来や発熱外来を設置するなど、コロナ診療の対

応に準備をしてまいりましたが、市内で感染者が発生した際にはコロナ陽性患者受入れ機関として

すぐさま入院診療を開始しました。当院では、中核市として独立したあかし保健所や兵庫県新型コ

ロナウイルス入院コーディネートセンター（ＣＣＣ―ｈｙｏｇｏ）と連携を図りながら、中等症ま

での比較的症状の軽い患者の入院受入れを担ってきました。しかし、２０２０年１０月の第３波以

降においては人工呼吸器やＥＣＭＯ対応の重症患者の入院対応を行うなど、公立病院として限られ

た経営資源を最大限に活用した診療に使命感を持って対応いたしました。２０２２年２月末までの

２３か月間において、８９４人の患者に対して入院診療を行いましたが、パンデミックの状況は６

波にわたり断続的に反復しましたので、即時対応可能な新型コロナ専用病棟（２３床）の診療体制

を常に確保させながら、救急医療を含む一般診療体制を維持することに腐心いたしました。 

今回の新型コロナウイルス感染症対応の教訓を通して、新興感染症や再興感染症の爆発的な感染

拡大時に対応できる体制を平時より地域ぐるみで構築し、各関係機関の役割分担や医療従事者・介

護従事者等を対象とした感染防御のための教育体制の構築の重要性が認識されました。 
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明石市立市民病院 新型コロナウイルス入院患者の推移（２０２２年２月末日まで） 

  〇入院患者数（傷病程度別） 

 

２－３ 築３０年を経過した当院建物及び設備の現状 

当院は、１９９１年に竣工しましたので建築後３１年になります。病院建物は、一般の公共施設

と違い２４時間患者さんを収容して安全で安心の医療を提供する施設であり、水道やガスの配管だ

けでなく吸引配管、酸素供給配

管、非常用電源配線、全館冷暖

房空調設備、今回の新型コロナ

ウイルス診療で重要性が確認さ

れた陰圧換気装置など特殊なラ

イフラインが安定して稼働する

ことが求められます。また、厚

生労働省が求める病院の施設基

準の見直しも頻繁にあり、築３

０年を経過する当院には多くの

改善点が存在します。 

当院のこの間の、医療機器を除く病院施設修繕費用の記録をまとめてみますと、年々高額修繕の

増加が余儀なくされ、最近の４年間の記録では医療の安全を担保するための設備の更新が増加して

います。 
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３ 医療需要の将来予測と医療政策の展望 

３－１ 人口動態 

１）日本の将来推計人口 

 人口推計の出発点である２０１５年の日本の総人口は国勢調査の結果、１億２,７０９万人でし

た。この総人口は２０１５年以降、長期の人口減少過程にあるとされています。年少人口（０～１

４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）は減少を続け、２０１５年時点では２６.６％だった高齢化

率は２０６０年頃には３８％程度まで上昇すると予測されています。高齢者人口（６５歳以上）は

２０４０年まで増加を続けますが、その要因は後期高齢者（７５歳以上）の増加による影響が大き

く、前期高齢者（６５～７４歳）の人口はむしろ減少傾向にあります。２０４０年以降、前期高齢

者の人口は徐々に減少し、団塊ジュニア世代（１９７１～１９７４年生）、ポスト団塊ジュニア世

代（１９７５～１９８４年生）が後期高齢者へ移行する２０５０年から２０５５年にかけて後期高

齢者人口はピークを迎えます。 

 

２）明石市及び周辺地域の将来推計人口 

 明石市及び周辺地域の将来推計総人口は２０１５年以降減少過程にあります。東播磨医療圏でみ

ても同じ傾向が見られ、おおむね日本の将来推計人口と同様に推移しており、高齢者人口は２０４

０年頃にピークを迎え、以降は緩やかに減少していくと考えられます。 

高齢者人口の増加率は医療圏域より明石市及び周辺地域の方が高く、２０４５年には２０２０年と

比べ高齢者が約３万人増加する見込みです。近隣地域の生産年齢人口の減少率は大きく、それに比

例して高齢化率が高くなっていきます。 

 

 

 

※国立社会保障・人口問題研究所の公開データより作成 
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３－２「２０２５年問題」から「２０４０年問題」へ 

２０２５年問題とは、団塊の世代（１９４７～１９４９年生）が後期高齢者となり、医療や介護

などの社会保障費の増大、少子高齢化による労働人口の減少、特に医療や介護の人材不足などが懸

念される問題です。これまではこの「２０２５年問題」を見据えて制度改革が進められてきました

が、２０２５年まで残り数年となった今般では２０４０年に着目した制度改革へシフトされてきて

います。 

 ２０４０年問題は高齢者人口がピークを迎え、労働力人口の急減による介護・福祉における人材

不足や社会保障費のさらなる増大が懸念される問題です。２０４０年は団塊ジュニア世代が高齢者

へ移行する年ですが、団塊ジュニア世代は就職氷河期世代（１９７０～１９８３年生）にも重なる

世代で、団塊の世代と比較し非正規雇用者が多く、貯蓄や予想される年金受給額が低いとされる世

代でもあります。収入が不安定で未婚率も高く、また結婚していても子供のいない夫婦が多いとい

った特徴もあり、高齢者の貧困化や孤立化といった問題が発生すると予測されています。このよう

な人口構成の変化が与える影響は大きく、社会保障の持続可能性が大きな課題となり、生産性の向

上や働き方改革などを含めた様々な制度改革が今後進められることが予想されます。 

 

３－３「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」 

１）地域包括ケアシステム 

地域包括ケアシステムとは高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができるよう、

「住まい」「医療」「介

護」「予防」「生活支援」

が一体的に提供される地

域の仕組みを指します。

２０２５年以降の超高齢

社会に対応し得る環境を

構築することを目的とし

ていましたが、２０２５

年以降は「高齢者の急

増」から「現役世代の急

減」に局面は変化して２

０４０年問題に直面する

ため、新たな課題への対

応が必要となります。 

 

 

※出典：厚生労働省ホームページより 
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２）地域共生社会 

日本では、高齢化や過疎化によって地域の相互扶助や家族同士の助け合いなどの支え合いの機能

が脆弱化し、それらの役割の一部を種々の社会保障制度が代替して支えてまいりました。 

しかし、高齢化や人口減少の急激な進行は、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支

え合いの基盤をますます脆弱

化させています。「地域共生

社会」とはこのような社会構

造の変化や人々の暮らしの変

化を踏まえ、制度・分野ごと

の「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な

主体が参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えつな

がることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域を

ともに創っていく社会を目指

すものです。 

 

３）「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」の関係性 

 地域包括ケアシステムと地域共生社会の関係性について整理すると「地域共生社会」は今後の日

本において、社会全体で実現させるイメージやビジョンを示すもので、「地域包括ケアシステム」

は「地域共生社会」を実

現するための仕組み・シ

ステムです。高齢者ケア

という分野で培った地域

包括ケアシステムの考え

方や実践は他分野との協

働にも活用できるという

点で汎用性が高く、地域

包括ケアシステムの深化

と進化は、地域共生社会

を目指す上で必要不可欠

なものになると考えられ

ています。 ※出典：厚生労働省ホームページより 

※出典：厚生労働省ホームページより 
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３－４ 将来の医療・介護ニーズの変化 

日本ではこれから更に高齢化が進みます。高齢化率が増加を続ける今後の更なる超高齢社会にお

いては「認知症高齢者の増加」が医療・介護の分野だけにとどまらず、従来にも増して社会的な課

題として広く認識されています。 

認知症高齢者数は、高齢化の進展に伴い年々増加しており、「認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）」によると、２０２５年には約７００万人、６５歳以上の高齢者のうち約５人に１人

に達すると予測されています。また、厚生労働省の「国民生活基礎調査（２０１９年）」によると

介護が必要となった主な原因は、要介護者の場合「認知症」が２４.３％で最も多い結果となってお

り、今後は様々な場面において認知症の人々と社会の接点が増加すると想定されます。 

認知症の人々が地域において自分らしい暮らしを続けていく上では、医療、介護、福祉サービス

の提供という側面のみならず、社会全体でどのように支えていくのかという観点を踏まえた施策の

展開を検討していくことが重要になると考えられ、多様化・複合化する地域のニーズを正確に把握

し、包括的なサービスを提供できる体制の構築を目指していかなければいけません。 

 

３－５ 医療需要の将来予測 

１） ５大疾病 

「５大疾病」とは医療法上で国民の健康保持を図るために広範かつ継続的な医療提供が必要とさ

れている疾病と定義され、その疾病は「がん」「脳卒中」「心筋梗塞等の心血管疾患」「糖尿病」「精

神疾患」と医療法施行規則において定められています。将来の医療需要予測を見ると、５大疾病の

うち８０歳以上の占める割合が多い脳梗塞や心血管疾患、認知症は後期高齢者人口の増加に伴い患

者数も増加傾向にあります。日本の将来推計人口からみると団塊ジュニア世代、ポスト団塊ジュニ

ア世代が後期高齢者へ移行する２０５０年から２０５５年頃までは増加すると予測されます。ま

た、日本の死亡原因第１位の悪性新生物（がん）においては、大腸がんや肺がんなど６０歳代以降

の高齢者層で患者が増え始める疾患は、総人口が減少しても２０２５年を境に２０４０年～２０４

５年頃まで概ね横ばいを続け、高齢者人口が減少に転じると同時に患者数も減少に転じると推測で

きます。一方、幅広い年齢層に発生する乳がんでは総人口の減少に伴ってすでに減少傾向にあるこ

とがわかります。 

さて、超高齢社会の日本においては、すでに６５歳以上の約１５％にあたる４６０万人が認知症

を患っているとされています。２０２５年には２０％、２０４０年には２５％、２０６０年には３

４％が認知症を患うと推計されています（厚生労働省）。認知症は単独の疾病として治療対象にな

るというよりは、糖尿病、脳神経系、心血管系、悪性新生物などの高齢者疾患に高率に併存する疾

病であり、入院診療における精神科リエゾン（包括的な医療サービス）が求められます。 
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【参考資料】５大疾病_将来医療需要予測_近隣（明石市、神戸市西区・垂水区） 

  

  

  

  

※国立社会保障・人口問題研究所の公開データ及び厚生労働省：平成 29 年度患者調査データより作成 
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２） 回復期リハビリテーション病棟に関連する疾患  

回復期リハビリテーション病棟の対象疾

患は主に脳血管疾患や大腿骨頸部骨折、脊

椎圧迫骨折などの疾患が該当します。いず

れの疾患も高齢者の年齢構成比率が高く、

今後の高齢化率の進行に伴い患者数は大き

く増加する見込みであり、当院整形外科の

手術件数は当該医療圏で多くのシェアを占

めており、今後ますます増加する領域で

す。また、同様に、高齢者の増加に伴い心

不全の状態にある患者も今後ますます増加

していく中で、心大血管疾患リハビリテー

ションのニーズに対応すべく２０２２年度

の診療報酬改定においては回復期リハビリ

テーション病棟の対象疾患に急性期の虚血

性心疾患（心筋梗塞や狭心症）やその他急

性発症した心大血管疾患が追加されること

となりました。心血管疾患は再発や増悪を

繰り返すという特徴を持ち、急性期から回

復期まで幅広い対応力が求められ、当院の

ような急性期機能と回復期機能を併せ持つ

病院の需要が増加すると予測できます。急

性期から回復期まで一貫したリハビリテー

ションを提供し、その後は生活期のリハビ

リテーションへシームレスに移行していく

ことが患者の QOL（クオリティ・オブ・

ライフ＝生活の質）向上に欠かせないもの

になると考えられます。 

当院の回復期リハビリテーション病棟は

現在３０床で運用していますが、稼働率は

９０％以上の状況であり、将来的には２０

床程度の増床が必要になると予測されま

す。 

  

※国立社会保障・人口問題研究所の公開データ及び厚生労働省：平成 29 年度患者調査データより作成 

【参考資料】 

回復期リハビリテーションに係る疾患_将来医療需

要予測_近隣（明石市、神戸市西区・垂水区） 
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４ 当院が将来目指すべき医療体制 

４－１ 概要 

「地域医療構想の進捗を見据えた今後の病院体制のあり方検討部会」において、当院を取り巻く

近隣の医療実態、外部有識者を含めて分析した将来の人口動態や医療需要の予測、並びに行政や医

師会、市民の意見をそれぞれの代表者の参加を得て全４回にわたり議論していただきました。その

結果を法人においてまとめさせていただき、後述するような将来構想をもって今後の診療体制を組

み立ててまいります。当院が掲げる「理念、基本方針」に基づいて、急性期医療を中心として回復

期医療にも軸足を置いた質の高い総合的な医療を提供し続けるものであり、従前からの政策医療や

今回の新型コロナウイルス感染症など有事への対応を鑑み、将来に亘り地域包括ケアシステムの要

となる地域医療支援病院を目指します。 

 

 理念                                              

私たちは、安全で質の高い医療を提供し、患者さんの生命と健康を守り、地域の信頼に応え

ます。 

 基本方針 

１． 患者さんの権利を尊重し、信頼関係を重視した思いやりのあるチーム医療を実践しま

す。 

２． 地域の医療機関と連携し、円滑で継続性のある医療を行います。 

３． 急性期病院及び二次救急病院としての責務を果たし、有事には災害や新興感染症医療の

拠点となります。 

４． 地域医療支援病院として回復期医療にも軸足をおき、地域における介護・福祉施設との

連携を強化して地域完結型医療に貢献します。 

５． すべての職員は常に研鑽して自らを高め、診療の質を向上させます。 

６． 医療の研修施設として、次世代の医療専門職を育成します。 

７． 地方独立行政法人として、健全な病院経営に努めます。 

 

４－２ 医療機能（５大疾病）について 

１） がん 

 がんは、死亡原因の第１位で、日本人の３人に１人ががんで死亡しているとも言われています。

当院は専門的がん診療を有する医療機関として指定されていますが、明石市内で当院と直線距離で

１ｋm の位置に国指定のがん診療連携拠点病院である兵庫県立がんセンターがあるため、引き続き

連携を強化して機能分化を図っていく必要性があります。超高齢社会の進展に伴い心血管系や脳神
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経系、内分泌・腎臓内科系などの併存疾患を有するがん患者が増加するため、併存疾患領域の専門

医の協力が重要となりますが、そのような対象がん患者を当院で手術することは現状以上に増加す

る可能性があり、また、がんセンターで入院治療を受ける患者を当院各専門診療科との病病連携に

おいて併診するなど新たな診療体制が求められます。さらに、がんの手術に利用されるロボット技

術の進歩は著しく今や特殊な診療ではなくなりつつあります。がん以外の領域でも利用されるよう

になっており、急性期を柱とする当院においても導入を検討すべき重要案件となってまいります。 

一方で、当院には呼吸器内科、呼吸器外科の専門医が不在で標榜科を持てていませんが、罹患率

や死亡率の高い肺がん患者への対応や、今後も超高齢社会で一定の需要が見込まれる閉塞性肺疾患

などの多種多様な呼吸器疾患に対応できる診療体制の確保が喫緊の課題です。 

 

２）脳血管疾患 

 脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血などの脳血管疾患は高齢者に多い疾患であり、将来的に平均寿

命の延伸により今後ますます患者の増加が予測されます。当院においては、現在、脳神経外科が常

勤医師２名体制で急性期治療とあわせて、急性期治療を終えて在宅復帰を目指す患者の治療を地域

包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟にて行っています。超高齢社会において需要の増加

が見込まれ、且つ、東播磨医療圏において回復期病床が不足していることを踏まえると、脳神経外

科の更なる充実と脳神経内科の常勤医師の確保による診療体制の強化、回復期リハビリテーション

病棟の拡充・安定稼働が必要と考えます。加えて、明石市内の専門医療機関である大西脳神経外科

病院との更なる連携強化、機能分化が重要と捉えています。 

 

3) 心血管疾患                                                                         

明石市内では、急性心筋梗塞をはじめとする心血管疾患の急性期治療においては、明石医療セン

ターとともに地域の中核病院の役割を果たしています。心血管疾患は急性期のみならず、回復期及

び慢性期を含めた医療体制の構築が求められています。２０２２年度診療報酬改定において、慢性

心不全を含めた心血管疾患の患者を回復期リハビリテーション病棟で受入れる要件に加えるなど注

目されています。東播磨医療圏及び神戸市西区・垂水区の医療機関のうち、回復期リハビリテーシ

ョン病棟と心大血管疾患リハビリテーションの両方の施設基準を満たす機関は当院以外に数医療機

関と少数であることも将来的に当院の強みになる可能性があると考えます。 

 

4) 糖尿病 

 糖尿病は初期では自覚症状が無く、発症後に適切な治療を行わず放置すれば心血管系、脳神経

系、腎疾患、眼領域などに重篤な合併症を併発するため、早期治療・合併症治療、治療継続による

良質な医療の提供が必要です。当院においては、現在、糖尿病内科の常勤医師２名で糖尿病治療や

教育入院、他科入院患者の血糖管理など、総合病院の特性を活かして横断的な対応を行っていま
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す。今後は糖尿病性合併症の早期発見や早期治療、教育入院などの予防医療を推進し、慢性合併症

治療の機能を有する総合病院として地域の中核的な役割を担う必要性も出てくることが予想されま

すので、医師の増員が望まれます。 

 

5) 精神疾患 

 症状が多様な精神疾患について、当院は精神疾患を有する患者を入院させる精神病床を有してお

らず、且つ常勤医師も不在であることから、今後も近隣の精神病床を有する医療機関との連携強

化、機能分化を図る必要があると認識しています。一方で、認知症の初期鑑別診断や身体合併症の

急性期治療、認知症の進行予防などは、高齢者の増加に伴いニーズは拡大することが予測されま

す。将来的には近隣の診療状況を考慮しつつ、常勤医師の確保を目指して地域において必要な医療

を提供できるよう体制整備を検討していく必要性があります。 

 

４－３ 政策医療について 

１） 救急医療 

 地域医療支援病院、並びに救急告示医療機関として、引き続き内科系・外科系を中心に可能な限

り広い分野で２４時間３６５日の救急患者受入れ体制、二次救急医療の提供を行います。また、兵

庫県立こども病院や加古川中央市民病院等の小児中核病院や小児地域医療センターと連携を強化

し、小児救急の体制維持も求められます。救急医療には迅速且つ適切な対応が必須で、地域内での

完結が望ましいとされていることから、軽症から中等症までの小児救急においては可能な限り地域

内で完結させる仕組み作りも重要であると捉えています。救急診療体制の維持には若手医師のマン

パワーが重要な要素となります。総合内科をより充実させて、若手医師の臨床教育体制を強化し

て、研修医と専攻医を増員させる仕組み作りが喫緊の課題となります。 

 

２） 災害医療 

 当院は明石医療センターとともに明石市より「災害対応病院（※）」の指定を受けています。災

害対応病院は県が指定する災害拠点病院に準ずるものであり、災害時において他の医療機関で対処

できない傷病者の受入れ、市が設置する救護所への救護班の派遣、医薬品の提供など医療面の役割

を担います。東播磨医療圏の災害拠点病院である兵庫県立加古川医療センターと連携し、今後想定

される大規模災害時に医療における中心的な役割を果たす病院としてＢＣＰ（事業継続計画）に基

づく訓練や体制整備、地域内での役割の明確化など、市行政と連携しながら平時の準備を怠ること

なく責任を果たしてまいります。一方、当院の現在の建物が改築から３０年を経過し老朽化が進ん

でおり、現在の施設では大規模災害発生時に耐え得ることができず当院自身が被災し、ライフライ

※明石市地域防災計画（2021 年度修正版）より 
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ンの停止、患者や地域住民の支援に支障をきたす可能性もあります。病院の再整備計画において

は、この点を重要課題と認識して対処せねばなりません。 

 

３） 周産期医療 

 現在、産婦人科は常勤医師３名体制で２０１５年に分娩取り扱いを休止しております。「住みや

すい明石市」を目指すために「安心して子育てができる町」である必要があり、市民が安心して出

産に臨める医療環境の実現は重要であると捉えていますが、当院としては地域における体制が充足

しているのであれば、特定の医療機関に集約するなどの対応は重要であると捉えています。また、

出産にあたる診療体制の実現には人員確保や体制整備などの国全体での課題が挙げられますが、当

院の再整備が本格的に議論される段階でのこの地域の周産期医療を点検し、将来的にこの地域で不

足する際には地域住民の里帰り分娩にも対応すべく当院での正常分娩再開なども検討する余地が残

ると考えます。さらに将来的に医師不足や働き方改革などの諸問題に応じて、国の政策上特定の医

療機関に機能が集約化される可能性があり、それら医療機関と連携し、正常分娩のみならずハイリ

スク分娩などでの協力体制の構築も念頭に置く必要があります。加えて、２０２２年 4月より体外

受精などの不妊治療が保険適用され、先行する他医療機関と連携のうえ少子化対策の観点から生殖

医療導入の可能性も検討する必要性が生じます。 

 

４） 小児医療 

 現在、小児科は常勤医師５名体制で明石市の中核病院として、一般的な小児疾患から慢性疾患、

健診、予防接種など幅広く診療を行っています。少子化で将来的に１５歳未満の年少人口は減少傾

向にありますが、地域の小児医療提供体制は維持していく必要があるため、周産期医療と小児医療

の診療体制が充実している加古川中央市民病院や周産期を中心に小児にも一定の診療機能を持つ明

石医療センターなどと連携しながら、地域密着型の小児症例には積極的に対応する必要がありま

す。また、明石市行政と連携し、医療的ケア児の療養に積極的に取り組んでいますが、維持発展さ

せる責務があります。将来的に国の政策により特定の医療機関へ機能が集約化されることがあって

も、地域に密着した小児医療は維持発展させねばならず、最重要課題と位置付けて対応せねばなり

ません。 

 

５） 在宅医療 

当院は２０１８年５月に病院併設型訪問看護ステーションを開設し、総合病院、且つ急性期機能

と回復期機能を併せ持つ病院の特性を活かして急性期から回復期、回復期から在宅までのシームレ

スな対応を継続し、地域医療を支援しています。在宅後方支援を確立させ、地域住民の健康を退院

後も支援できる体制を構築し、高齢独居、老老介護等の問題や生活困窮者、障害者などの様々な立
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場の地域住民を、医療の分野で支援し続ける責務があります。また、将来的には地域の中核病院と

して超高齢社会において急性期を脱した患者の在宅移行や慢性期医療へ繋ぐコーディネーターの役

割や、在宅での終末期医療や看取りの後方支援を担う必要性も生じてくると考えます。 

 

６） 感染対策 

 新型コロナウイルス感染症をはじめ、今後起こり得ると想定される新興・再興感染症に対応し、

有事の際に明石市の中核として地域の感染対策に貢献する責務があります。今回のコロナ対応で浮

き彫りになった病棟や診療器具等の設備面での課題や、医師、看護師を中心とした医療職の確保等

の体制面での課題、この２年間のコロナ対応における診療経験を教訓として、平時から応需対策や

実技訓練、地域での連携体制を構築しておくことが重要であることを認識しました。また、現在の

狭隘化した施設では施設面積や病床数等の制限や限度があることが認識されため、病院の再整備計

画に際しては、入院病室の個室化や適宜ゾーニングを考慮したレイアウトなど、有事に柔軟に対応

できる施設や運営体制の整備が感染症対策の基幹病院において不可欠な要素になると考えます。 

 

４－４ 地域医療連携について 

 今後、ますます少子高齢化が進み、労働力人口が加速度的に減少していくことが想定されるな

か、各医療機関の役割分担と切れ目のない連携の重要性は高まってきます。将来的に多くの医療資

源の投入を必要とする高度な治療や手術の医療ニーズは減少し、高齢者に多い誤嚥性肺炎などの疾

患の医療ニーズは増加することが見込まれます。当院は急性期医療を中心に回復期医療にも軸足を

置き在宅医療にも対応できるシームレスな診療体制を構築してきており、今後も現在の方針を継続

したいと考えます。そのためには、近隣の医療機関と強固な連携体制を構築し、地域で不足する急

性期医療は補いつつ、慢性期医療機関の後方支援を強固にしてまいります。高齢者だけでなく多種

多様な立場の地域住民が地域で安心して治療が受けられる体制整備、地域医療連携は必須で、地域

共生社会の実現に医療の分野で貢献したいと考えます。 

当院は共通のネットワークで地域内の医療機関と診療情報の集約や共有を行う地域医療連携シス

テムを導入していますが、活用は極めて限定的であり、医療機関にとどまらない調剤薬局や在宅系

介護施設、訪問看護ステーションなどもカバーする情報通信技術（ＩＣＴ）の活用が望まれます。

地域包括ケアシステムの構築には行政の自主性や主体性が求められ、公立病院である当院は医療機

関の中核としてシステム構築を先導する必要があります。また、行政の方針を共有できる調整力の

あるＩＣＴ人材の確保と育成も重要であると考えます。 

 当院では、地域住民のニーズに応えるべく、行政と連携のうえ、医科歯科連携についての取り組

みも行っています。２０２０年６月に当院の敷地内に明石市が指定管理する障害者歯科診療を担う

「あかしユニバーサル歯科診療所」を併設しました。全身麻酔での歯科診療においては当院診療機

能との連携を行っています。一方その併設の好立地を活用して医科歯科連携による周術期口腔ケア



21 

 

を積極的に行い、当院入院患者の早期回復と術後の合併症の予防などに貢献しています。今後も地

域包括ケアシステムの一環として、連携強化を図りたいと考えます。 

 

４－５ 地方独立行政法人病院としての経営管理体制の強化 

 平成を迎えてからの経済成長の鈍化による社会保障費の逼迫と２００４年から始まった研修医師

マッチング制度による若手医師の偏在は、医師の離職が増加するなど当院の診療体制と健全経営の

維持に多大なる影響を与えました。そんななか明石市の地域医療体制を守るべく「明石市安心の医

療確保政策協議会」が開催され協議の結果、当院は地方独立行政法人として新たな組織体制で再出

発を図ることとなり、独法化前に３８名程度であった常勤医師数を関連大学各診療科との粘り強い

交渉を繰り返すことで現在の６０名を超える水準まで回復させることができました。また、医師の

不足とともに減少していた看護師も奨学金制度導入や学校訪問等の積極的な採用活動などで体制の

拡充を図り病院全体の活性化につながりました。それらの結果、各診療科の診療体制は充実し年間

２,３００件程度に減少していた手術件数は３,０００件以上にまで回復、年間１,０００件を切って

いた救急車搬送件数も３,０００件を超える水準まで増患しました。 

当院はこれまで地方独立行政法人として経営管理体制の見直しや組織力の向上に努めてきました

が、将来に亘り患者にとって安全で質の高い医療を提供するためには当院の組織管理体制を更に盤

石なものにする必要があると考え、その取り組みの一環として２０１９年にＩＳＯ９００１の認証

を取得し、それを機に「品質管理室」を立ち上げ、当院の業務を第三者評価する仕組みを取り入れ

ました。さらに、組織横断的な役割である「医療安全管理室」と「感染対策室」の体制を見直し、

方針管理活動を取り入れることで病院職員が改善意識を醸成する基盤を構築しました。それによ

り、日常的なトップダウンのみでなく、問題点を質レベルで経営者へ提案できる風土の醸成などボ

トムアップを含めた組織体制の確立を継続して目指します。 

更に２０２１年には役員を中心に「理念、基本方針」の見直しを図り職員に病院の方向性を明示

するとともに、役員の責務や管理職の役割を明確化するなど、持続可能な医療を提供するうえで組

織の核となる人材育成を含む病院管理体制の強化を継続してまいります。 

 

４－６ まとめ 

 地域医療の中核を担う当院は、地方独立行政法人への移行後、診療体制の充実や迅速な意思決定

が経営改善に寄与し安定した経常収支の黒字を確保することができるようになりました。しかしな

がら、将来にわたり地方独立行政法人として自立した経営を継続し永続的に安定した財務基盤を確

立するためには、現状の診療体制では収益面で限界があります。明石市からの運営費負担金も政策

医療など必要経費に対する一定の支援は必要でありますが、それ以外の赤字補填等の財政支援に頼

らない自立経営が求められます。また、これからは労働力人口が減少し限られた働き手で医療の質

を落とさず医療ニーズの多様化、複雑化に柔軟に対応していかねばならず、更なる効率化が求めら
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れます。施設面でも現在の病院建物は前回の改築から３０年を経過し施設設備の老朽化が進んでい

ることから、現在の医療提供体制を継続し発展させることが困難な状況にあります。 

将来の医療需要を考えますと、超高齢社会において脳血管疾患、心不全、骨折等の整形系疾患な

どの高齢患者に多く見られる疾患の増加が予測されます。地域医療構想においても、高齢者の増加

に伴い急性期医療の需要が減少し将来的に回復期医療の需要が増加するため、地域でも回復期病床

の増床を重要課題と捉えています。さらに高齢者の増加に伴い５大疾病や認知症患者の増加も見込

まれることから診療体制の見直しと更なる充実を図る必要性が生じます。回復期医療の増加が求め

られていますが、急性期医療の技術や機器の進歩は著しく、地域中核の総合病院としての質を強化

させるためには最新の医療機器の導入や最新医療技術をこなせる医師の確保にも注力すべきと考え

ます。 

そのほか、将来医療需要予測のなかで当院が所在する医療圏域において不足すると推察される耳

鼻、内分泌、血液等は、当院の強みであり当該診療の核に成り得る診療科であるため、引き続きこ

うした診療科の特性を活かした診療体制を検討してまいりたいと考えます。高齢者以外にも障害者

や難病患者など医療と介護・保健福祉などの制度の合間にいて支援を必要とする地域住民が多くい

ます。彼らが安心して地域で過ごしていけるような仕組みづくりを公立の地域医療支援病院として

行政や専門医療機関と連携しながら一緒に検討していく必要があります。 

今回の新型コロナウイルス感染症のように、将来的に新たな新興・再興感染症が感染拡大しパン

デミックが発生することも想定されます。当院の再整備計画においては、行政や保健所と連携し感

染者を即時に隔離対応できる公立医療機関としての施設整備を検討することが求められます。加え

て、将来的に想定される大規模災害発生時には、公立医療機関として行政等と密接に連携して地域

における最後の砦としての役割を果たせるように、災害に強い建築を計画することも重要な課題と

なります。 

今後も多様化、複雑化する医療ニーズと、目まぐるしく進歩する医療技術に対応しながら、当院

が将来に亘り持続可能な地域医療を提供するためには、医師をはじめ医療職等の確保による診療体

制の強化も重要課題であり、そのためには、機動的且つ弾力的な運営が可能な地方独立行政法人の

強みを活かし、大学医局等との協力支援体制の強化や医師の働き方改革の推進、指導医の確保・充

実など、大学と関連した研修施設としての機能強化を図ることで、必要な医療職の質と量を戦略的

に確保していくことが必要となります。そして、当院は明石市の中核病院として地域全体の医療レ

ベルの向上に貢献する「地域医療のコーディネーター」としての役割を担う必要もあります。 

医療は多岐にわたる医療専門職の集合体です。今後は少子化に伴う医療の担い手の減少が予測さ

れます。よって、院内業務システムにとどまらず、地域医療連携システムの構築においても、情報

通信技術（ＩＣＴ）やＡＩ技術を最大限に活用した連携業務システムを構築して、当院はコンパク

トかつ高機能ホスピタルとして進化した地域医療の中核病院となることが求められます。 
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５ おわりに ―病院再整備に向けての今後の展望－ 

 

 当院の現状と周辺地域の医療実態、国が示す医療政策を勘案したこの地域の医療需要予測などに

基づいて、当院が将来目指すべき診療機能構想についてまとめてまいりました。【２－３】におい

て述べたように、当院は築３０年を経過して病院躯体や設備の老朽化が顕著となり設備修理費も

年々増加し、また、安心で安全な医療の担保と医療技術の進歩に見合った近代的な医療設備・機器

の導入に支障が生じており、可能な限り早期の再整備が望まれるところです。 

当院においてまとめたこの将来構想を実現させるための再整備計画（基本構想・基本計画）を進

めるにあたり、改修改築、現地建て替え、あるいは代替地移転新築など、再整備手法の適否を含め

て行政とも慎重に協議しつつ事業計画を開始する必要があります。 

 他の公共施設建築とは異なり、国が示す将来を見据えた医療政策を勘案した患者本位の安全の医

療を行う病院建築の再整備事業においては、この基本構想・基本計画の作成に英知と時間をかける

ことが重要です。多くの事例を参考にしますと、公立病院の多くは計画から開院まで５～７年かか

ると予想されます。当院の老朽化の現状からは可能な限り早期に市行政と一体となって、病院再整

備の基本構想並びに基本計画の策定に着手することが必要です。 

今回提出したこの「今後の病院体制のあり方に関する報告書」では、国の医療政策を勘案したう

えで当院が立地する医療圏における将来医療需要は充分に分析できたと思います。この報告書をた

たき台に病院再整備事業計画が早期に開始できればと願っています。この基本作業を成し遂げた先

で、具体的な建築の基本設計・実施設計の作業を開始することとなります。 

 

 


