
■将来における地域医療の需要と供給 
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①将来の医療需要 
○循環器系の疾患、悪性 

新生物、消化器系の疾 
患、呼吸器系の疾患な 
どの患者増が見込まれ 
る 

②将来の医療提供体制 
○市内病院、救急の実態調査 
○急性期入院医療の集約、医 

師・看護師不足などで機能分 
化が進行し、救急受入力低下 
の懸念 

■市民病院の役割・機能と、経営のあり方 

１．20年度データをもとに市民病院が「求められる役割・機能 

を果たしている状態」を設定し、現状とのギャップを明確化 

２．役割・機能を果たし、維持していくための課題を整理 

３．病院改革の必要要件と阻害要因を確認 

４．課題解決の方策を検討し、地方独立行政法人への移行 

が必要と答申 

■市民病院の地方独立行政法人化および経営改革 

○中期目標、中期経営計画等の作成 

○独法の設立に係る諸業務 

○並行して行う経営改革のための取組み など 

※急性期医療、小児・周産期医療、救急医療体制など市民 

病院が関連する事項については、これら業務の中で解決 

を図る 

■将来に需給ギャップが懸念される領域 

○循環器系疾患（脳卒中や急性心筋梗塞等）は患者増加数・ 

増加率が高く、救急対応を要するため市内の充実を要す 

○悪性新生物の急性期以降～緩和ケア等の診療体制 

○消化器・呼吸器・整形外科等も患者増、提供力確保を要す 

○周産期医療、とくにハイリスク分娩や新生児医療 

○小児救急は市民病院が中核、機能維持を要す 

○市内病院の救急搬送受入減少のカバー 

■市民病院が果たすべき役割 
「地域とともに地域を支える病院」 

○悪性新生物 ： 急性期治療は県立がんセンターと連携し診 
療機能を集約、在宅支援型の緩和ケア病棟設置 

○脳血管疾患 ： 拠点病院として増加する需要に対応、あわせ 
て回復期リハビリテーション病棟設置 

○心疾患 ： 明石医療センターとの二病院体制による急性期 
治療機能の強化 

○周産期・小児 ： 県立こども・加古川市民・あさぎり病院などと 
連携しながらハイリスク分娩や重症小児患者、小児救急を担う 

○消化器・呼吸器・整形外科・泌尿器その他 ： 市内の中核 
病院として機能を維持・強化 

○救急医療 ： 重度・中等度の救急受入体制の強化 
○一般外来患者や軽症救急患者は市内医療機関に委ねる 

■協議会への諮問事項 （平成21.6.3） 

①明石市域における疾患別医療や救急医療の現状をどう捉えるか 

②市立市民病院の役割・機能 

市民病院の担うべき役割の設定と、これらの役割を平成23年 

度末までに実現できる方策について 

③市立市民病院の経営 

市民病院の現状分析（経営指標、財務分析など）を通して、医 

師確保の方策、病院の権能や機動性の強化、病院職員 （医 

師等）の処遇、経営のあり方などについて 

④地域医療を守るシステム、或いは疲弊させないための基本的な 

考え方、方策 

現行の医療システムの課題と解決方策、医療連携（病病連携、 

病診連携、疾患別クリティカルパス）のあり方、市民への積極的 

な情報提供、市民の理解、協力について 

○医師の確保 
○設定された診療構造への速やかな転換、市内の他医 

療機関との機能分担と連携 
○病院は事業（ビジネス）であることから 

・採用や投資に関する経営権限の付与 
・診療報酬制度等への迅速かつ柔軟な対応 

○病院は人によってのみ成り立つことから 
・医師等の医療職の迅速かつ柔軟な採用 
・病院経営を支える事務系職員の増強 

○高コスト体質の改善 
○市民の無限経営責任の回避 

③兵庫県保健医療計画等の確認 その他 

21年度は①→②③を重点協議 

22～23年度、 市（市民病院経営改革課、市民病院）が主体 

平22.7.1 

22年度 22年度



平成20年度委員会で調査・分析した『主要疾患・事業別の患者数予測、需給バランス』と、 地域医療の現状と課題 

◆平成21年度竣工予定 
の県立加古川医療Cが 
東播磨医療圏の救命救 
急センターに指定される 
見込みである。 

◇市民病院は医療計画 
上、東播磨東部の2次救 
急医療を担う病院として 
位置づけられており、市 
内の医療機関で最多の 
救急搬送患者を受入れ 
ている。 

◆明石市近隣に周産期・小 
児ともに全県拠点病院である 
県立こども、地域拠点の加古 
川市民がある。 

◇市民病院は医療計画上、 
小児救急の東播磨東部の2 
次救急を提供する病院に位 
置づけられている。 

◆明石医療Cが心疾患 
における基幹病院として 
の機能を果たしている 

◇市民病院は医療計画 
上、心疾患における急性 
期の医療を提供する病 
院に位置づけられている。 

◆明石市内に大西脳神経 
外科があり、東播磨の脳 
血管疾患の基幹病院とし 
ての機能を果たしている。 

◇市民病院は医療計画上、 
脳血管疾患における急性 
期の医療を提供する病院 
に位置づけられている。 

◆明石市内の県立がんC 
が、全県および東播磨の 
がん診療連携拠点病院 
に指定されている 

◆東播磨医療圏には緩 
和ケア病棟が整備されて 
いない（当時、現在は県 
立加古川医療Cに開設）。 

◇市民病院は医療計画 
上、専門的ながん治療を 
行なう病院に位置づけさ 
れている。 

現状及び兵庫県 
保健医療計画に 
おける方向性 

◆市民病院と明石医療C 
が19年度と同水準の入 
院比率を維持した場合、 
市内の医療供給率は 
61.9％となる。 

◆虚血性心疾患の新入 
院患者数 

平成17年1,247人 

→平成27年1,592人 

（28％増）の見込み 

心疾患 

◆大西脳神経外科病院が 
現状の診療機能を維持し、 
市民病院が新入院患者の 
30％に対応した場合（現 
状は3.8％）、市内の医療 
供給率は52.0％となる。 

◆脳卒中3疾患の新入院 
患者数 

平成17年2,789人 

→平成27年3,930人 

（41％増）の見込み 

増加数、増加率ともに他 
の疾患を大きく上回る。 

脳血管疾患 

◆市内に県立がんCがあ 
るため、がんの治療機能 
は手厚い。 

（県立がんC未回答のた 
め統計的把握ができず、 
別途推計して確認）。 

◆5大がんの新入院患者 
数

平成17年2,144人 

→平成27年2,648人 

（24％増）の見込み 

悪性新生物 

◆将来、中小病院が救 
急医療の機能縮小に 
陥った際には、これらが 
担ってきた救急搬送の受 
入が必要となる。 

◆市民病院が分娩を停止 
（当時）しているため、分娩を 
行う病院はあさぎり、明石医 
療C、大久保（未回答）。 

◇市民病院は小児の新入院 
の58％を受け持つ。 

◆医療提供を行う各病院 
からの回答が無いため全 
容の把握は出来ていな 
い。 

◇市民病院は新入院患 
者の35.8％を受け持つ。 

◆医療提供を行う各病 
院からの回答が無いた 
め全容の把握は出来て 
いない。 

◇市民病院は新入院 
患者の25.9％を受け持 
つ。 

明石市における 
医療需給バランス 

の将来推計 

（平成27年） 

◆高齢化の影響を受け、 
脳血管疾患、骨折等を 
中心に救急医療を必要 
とする患者数が増加する 
と考えられる。 

◆明石市の出生数 

平成17年2,645人 

→平成27年2,264人 

（14％減）の見込み 

◆小児の新入院患者数 

平成17年1,581人 

→平成27年1,377人 

（13％減）の見込み 

◆消化器系の疾患の新 
入院患者数 

平成17年3,044人 

→平成27年3,575人 

（17％増）の見込み 

◆呼吸器系の疾患の 
新入院患者数 

平成17年2,914人 

→平成27年3,254人 

（12％増）の見込み 

患者数の 
将来推計 

（平成17→27年） 

（年間患者数） 

救急医療 周産期･小児医療 消化器系の疾患 呼吸器系の疾患 

◆ ･･･明石市全体の状況 ◇ ･･･市民病院の状況 ● ・・・東播磨臨海地域の状況 

◆周産期医療 

市民病院②が平成2１年度か 
ら分娩取扱を再開し、明石医 
療センター⑤、あさぎり⑤等と 
ともに分娩機能を担っている。 

●◇小児二次救急医療 

小児二次救急医療は東播磨 
臨海地域で担う。但し市民病 
院の小児科医が２名体制の 
ため、今後強化する必要があ 
る。 

凡例：○数字は、医師数 

◆明石医療Ｃが医療提 
供の中枢を担っている。 

◇平成21年度末に市民 
病院の消化器科医が大 
量退職したため、市民病 
院の医療提供体制再編 
が必要である。 

◆明石医療Ｃ、市民病 
院が医療提供体制を 
担っている。 

◇市民病院の医療提 
供体制の機能強化が 
必要である。 

◇市民病院が二次救医 
療を担う中核病院として 
の機能を果たすことが求 
められており、現在の救 
急医療体制を維持、また 
は強化する必要がある。 

●県立加古川医療Ｃに 
救命救急センターが開 
設（平成２１年１１月～）。 

◆将来の患者数増に対 
応した急性期治療機能 
の強化が求められる。 

◇地理的要因等を考慮 
し、市民病院の機能を強 
化し明石医療Cとの二病 
院体制で急性期入院医 
療の提供を行うことが必 
要である。 

◆大西脳神経外科の一院 
体制では将来の患者数増 
への対応が不十分と想定 
される。 

◆回復期リハビリテーショ 
ン病棟の不足が想定され 
るため、整備が必要である。 

◇市民病院は拠点病院と 
しての急性期機能の強化 
が必要である。また回復期 
リハビリテーション病棟の 
新設の検討が必要である。 

◆終末期医療を含む、 
急性期後の在宅医療支 
援型緩和ケア病棟の整 
備が望まれる。 

◇市民病院は急性期治 
療において県立がんC等 
と連携･分担するとともに、 
緩和ケア病棟の新設や 
在宅医療支援機能の整 
備を検討する必要がある。 

地域医療の 

現状と課題 

（平成22年6月現在）



■協議会への諮問事項 （平成21.6.3） 

①明石市域における疾患別医療や救急医療の現状をどう捉えるか 

②市立市民病院の役割・機能 

市民病院の担うべき役割の設定と、これらの役割を平成23年 

度末までに実現できる方策について 

③市立市民病院の経営 

市民病院の現状分析（経営指標、財務分析など）を通して、医 

師確保の方策、病院の権能や機動性の強化、病院職員 （医 

師等）の処遇、経営のあり方などについて 

④地域医療を守るシステム、或いは疲弊させないための基本的な 

考え方、方策 

現行の医療システムの課題と解決方策、医療連携（病病連携、 

病診連携、疾患別クリティカルパス）のあり方、市民への積極的 

な情報提供、市民の理解、協力について 

■兵庫県がん対策推進計画 
（平成２０～２４年度） 

質の高いがん医療の確保 

①医療機関の整備と連携の推進（が 
ん診療連携拠点病院が担う地域医療 
機関への診療支援、病病･病診連携 
等の強化、地域連携パス整備） 

②がん患者の療養生活の質の向上 
（緩和ケアの普及、がん診療連携拠 
点病院を中核とした在宅ターミナルケ 
アネットワークの構築） など 

■がんの急性期後の、在宅を中心にした医療連携システム 

○諮問事項④に関して、約半数の市民が罹患し約３分の１の死 

因となる、多くの市民に関係し影響が大きい 

○医療計画やがん対策推進計画を背景に、長期的観点から地域 

全体の医療提供力強化が求められる 

○個別の医療機関でなく、市全体の課題として対応を要する 

○委員アンケートで「がん緩和ケアの充実」が指摘された 

■兵庫県保健医療計画 
（平成２０～２４年度） 

○がん診療連携拠点病院の機 
能充実、拠点病院と地域医 
療機関等の連携強化により、 
質の高いがん医療体制を確 
保 

○地域連携クリティカルパスの 
整備及び拠点病院間の連携 
強化 

○がん患者の療養生活の質の 
向上 など 

残
さ

れ
た

④
 

平成22年度明石市安心の医療確保政策協議会の重点取組みテーマの絞り込みについて


