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１．京都桂病院について
当院は、社会福祉法人京都社会事業財団の超急性期・急性期の医療を担う計 557
床（一般病床 525 床、緩和ケア 20 床、結核病床 12 床休床）の標榜 29 診療科の
総合病院である。
1937 年に結核療養所の松尾病院として誕生し、1964 年に総合病院として京都
桂病院に名称を変更し、呼吸器センター・消化器センター・心臓血管センターを
核として、2017 年に脳卒中センター、2020 年には緩和ケア病棟を開設し、時代の
変遷による疾病構造の変化や地域の要望に合わせて発展してきた。
地域における京都桂病院の位置付けについて概説する。京都市内には 500 床以
上の急性期病院が 9 つ（2 つの大学病院、2 つの国公立病院、2 つの赤十字病院を
含む）ある（図表 1）。京都市には鴨川と桂川の 2 つの大きな河川が流れており、
鴨川を中心に、当院以外は全て桂川以西に存在している。また、西京区において
は、6 つの総合病院があり、当院以外は全て 200 床前後の規模の病院である。
【図表 1】

その地域特性から、京都市西京区を中心として、右京区、乙訓地域（向日市・
長岡京市・大山崎町）、亀岡市を含めた約 60 万人の人口圏で、各診療科の専門的
な治療だけでなく、複数の診療科に跨る疾病を持っている患者の診療を期待され
ている地域の基幹病院である。この期待に応えるためにも、2007 年に地域がん診
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療連携拠点病院に指定、2011 年に地域医療支援病院に認定を受けた。救急告示病
院として京都市内外から多くの救急患者も受け入れている。当院の緊急入院患者
分布を図表 2 に示す。
【図表 2】緊急入院患者の住所分布マップ

当院はがん診療を含めた専門的診療を行うことに強みを持っていたため、病院
規模と地域特性から患者の集約も図ることができており、救急医療に重点を置か
なくても黒字経営であった。しかし、超急性期・急性期病院として、これからの
不透明な時代を生き抜くために、また地域における期待に更に応えるために、病
院経営陣にとって救急医療の強化は重要課題であった。何度か救急科の立ち上げ、
救急医療体制の強化が試みられたが、臨床現場の理解・協力がなかなか得られず、
継続した診療体制構築ができずにいた。そのような環境・経緯があることを承知
の上で、2015 年に現在の救急科を著者一人で立ち上げた。
救急医療がなかなか根付かない 500 床以上のこの大病院で救急科を立ち上げ、
いかに病院・地域に根差した救急医療体制を構築していくかが、著者に与えられ
たミッションであった。
現在の体制になって 6 年が経過し、救急車搬入件数も大幅に増加した。臨床現
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場の協力・理解も得られるようになり、次年度（2022 年度）には待望の救急外来・
ICU・HCU・SCU を擁する新病棟が完成予定である。軽症から重症までのあらゆる
救急患者の受け入れが可能となる体制が完成しつつある。
本稿では京都桂病院で現在の救急科を立ち上げ、どのように救急医療体制を構
築・拡充していったかについて述べていく。

２．救急医療の形式について

ER 型救急と ICU 型救急

救急患者とは、通常の診療時間外の傷病者及び緊急的に医療を必要とする傷病
者をいい、これらの救急患者に対し、医療を提供する医療機関を救急医療機関と
いう（「救急医療体制基本問題検討会」報告書〔1997(平成 9)年 12 月〕）。しか
し、救急医療という言葉の意味は、個人や実践団体によって大きく異なる。当院
の救急医療機関としてのあり方を述べる前に、救急医療の提供の形式を説明して
おきたい。本邦における救急医療の歴史から救急医療の提供の形式について紐解
いていく。
救急医療は戦地で発達したといわれている。そして、現代の救急医療は 1970 年
代から世界各国で始まった比較的新しい概念である。米国と日本の救急医療もそ
れぞれ全く別の形式をたどり、発展していった。
米国の救急医療は、第二次世界大戦後の社会と疾病構造の変化を背景とする救
急受診患者の激増を契機に誕生した。それ以前の米国での救急医療は、本邦と同
様に、各科の医師が片手間に行っていた。1960 年頃から救急医療に専従する医師
がミシガン州やバージニア州に出現し、やがて全米に広がり、1968 年には米国救
急医学会（American College of Emergency Physicians; 以下 ACEP）が設立され
た。ACEP は、「救急医療を専門とする医師は、地域に必要不可欠なサービスを提
供する。救急医は、成人および小児を対象とした専門的な救命手技を身に付け、
その訓練や専門性は複数科にわたる。時として救急医は同時に多数の患者の対応
を迫られ、その範囲はアレルギー反応から生命を脅かす胸痛におよぶ」と業務を
規定した。1986 年には「たらい回し禁止法」として知られる Emergency Medical
Treatment and Labor Act（EMTALA）が制定され、救急部門での救急患者の受け入
れ、医学的スクリーニングと病態安定化が義務付けられた。受け入れた患者の入
院治療が困難な場合は、近隣の最適施設への転送が義務付けられ、EMTALA に違反
した病院および医師に罰則が課せられるようになった。
米国における救急医の勤務はシフト制で、救急医は入院診療を担当しない。米
国の場合、集中治療医が救急医と別に存在しているため、彼らが集中治療室
（Intensive Care Unit；以下 ICU）診療を担当し、集中治療医が救急外来
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（Emergency Room；以下 ER）に携わることはほとんどない。救急医は、救急看護
師がトリアージしたウォークイン患者、あるいは救急搬送された患者を迅速に診
察し、致死的疾患や外傷などの緊急病態の鑑別と安定化を行う。軽症から重症ま
で、全ての救急患者を診療する米国救急医学の伝統は、救急外来の診療効率の向
上と共に、ウォークイン患者にも重症が含まれるとの理解から生まれた。重症患
者の場合は、救命処置、そのほかに各科チームとの連携が受診後早期から図られ
る。軽症～中等症患者の診療も、救急医は帰宅／入院の判断を含めて全科診療を
担う。救急医の全科診療が、地域のセーフティネットと病院機能の円滑化に貢献
している。
一方、本邦は 1950 年頃、経済と共に自動車交通の急成長もあり、いわゆる「交
通戦争」による交通事故死が急増した。1948 年に消防法で、救急業務を「災害に
より生じた事故もしくは屋外または公衆の出入りする場所での事故による傷病
者を救急隊により医療機関へ搬送する事」と規定し、消防機関の救急隊に搬送の
仕事が付与された。その後、1963 年に消防法の一部が改正され、事故や災害など
による傷病者の搬送が市町村の消防機関の業務として義務付けられたことを踏
まえ、傷病者を受け入れる医療機関側を整備するため厚生省（現厚生労働省、以
下同じ）は、救急病院等を定める省令において外傷患者に対応できる施設基準を
定め、救急医療機関の告示制度を創設した。しかし、搬送業務が義務付けられた
ものの、搬送受け入れ機関の体制に関しての義務・罰則は無く、省令は形骸化し
ている状況であった。
そのような状況で、重症病態患者の救命を目的に、1967 年に本邦ではじめての
本格的な重症救急の専門施設である「特殊救急部」が大阪大学医学部附属病院に
開設された。1973 年には日本救急医学会が設立され、本邦の救急における学問体
系、臨床を牽引している。1977 年に、日本医科大学が重症患者の救命を最優先と
する救命救急センターの第 1 号に認定された。救急患者の急増が救急医療の充実
の契機になったことや、その時期が米国と本邦で類似しているものの、米国と異
なり本邦では、従来の専門科では対応し切れない重症外傷・熱傷等の病態を中心
に、外科系医師が救急医療を担い始めた経緯があった。
また、1977 年に厚生省は救急医療を体系的に整備するため、救急医療対策事業
実施要綱（国庫補助制度の確立）を制定した。これにより、初期、二次、三次救
急医療体制が確立された。初期救急医療体制は、主に地域の急病対策として、市
町村が設置する休日夜間急患センターと地区医師会が実施する在宅当番医制か
ら構成されており、主に入院を要しない患者を対象としている。二次救急医療体
制は入院を要する患者を対象とし、総合病院や救急告示病院、医師会病院等の病
院群輪番制が基本となっている。三次救急医療体制は生命に危険のある重症患者
の医療を行うもので、救命救急センターや大学の救急部で構成されている。
前述のような体制を設けたことで、救急医学・救急医療を専門とする医師は三

5

Healthcare note No.21-09

次救急医療施設に集中し、かつ三次救急医療施設の設備等の資源は充実したもの
となった。逆に、初期、二次救急医療を担う施設は、救急医学・救急医療を専門
とする人材・資源が一定水準に確保されているとは言いきれない。また、このよ
うな体制を設けたことで、三次救急医療施設は多発外傷、ショック等の重症患者
を受け入れるが、軽症～中等症は「三次救急ではない」、二次救急医療施設では
「当院では対応不可能」と断る施設もあり、結果的に「たらい回し」を本邦では
解消できているとは言い難い結果となってしまっている。
前述のことを踏まえて図表 3 に本邦の ICU 型救急科、図表 4 に米国の ER 型救
急科の代表的な体制を図示する。
【図表 3】ICU 型救急科の代表的な体制

【図表 4】米国の ER 型救急科の代表的な体制
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本邦の「ICU 型」および米国の「ER 型」はいずれも救急医である。「ICU 型」
は集中治療、重症病態、特集救急（中毒、低体温症、熱中症等）を診療する
Specialist の傾向があり、専門科志向の本邦では、普及しやすかったと考えられ
る。「ER 型」は「風邪ひきの小児から重症外傷の心停止」まで分け隔てなく診療
する、いわゆる Generalist「総合診療」であり、本邦ではその重要性・必要性か
ら目を背けられてきたために、なかなか普及しなかった。
しかし、ICU 型救急を運営するスタイルを推奨してきた本邦で、ここ近年は、
一次救急から三次救急まで全ての救急患者を受け入れるいわゆる「北米 ER 型」
救急が注目され、普及し始めた。都市部を中心に普及が始まり、全国的に広がっ
た。それには、以下の理由が考えられる。
第一の理由として、リスクマネジメント上の問題である。本邦の場合、一次、
二次救急患者は、各科が片手間に当直で対応していることが多く、診療のトラブ
ルが発生することも少なくない。これが、施設全体のイメージダウンにつながり、
救急隊や地域の住民から信頼を失ってしまう可能性がある。
第二の理由として、教育面の問題である。卒後臨床研修必修化の主目的である
プライマリーケア～初期救急全般の教育は、一次救急から三次救急の ER 初期診
療研修の充実した研修病院においてのみ可能と言える。ICU 型救急のみでは初期
研修の目標到達は困難なこともある。救急科専門医や集中治療専門医を目指す者
でない限り、ICU 型救急は初期研修期間中のニーズには即していないと言える。
第三の理由として、救急医への社会のニーズが変化してきているという問題で
ある。重症交通外傷が減少してきた反面、高齢者の複合的な内因性救急対応の急
増等で ER 型救急医の方が施設・地域への貢献度が高いとみなされる時代になっ
てきた。

３．救急科立ち上げ前の不安
当院は二次救急医療機関の立ち位置でありながら、先述した地域特性から重症
外傷・熱傷以外の心停止を含めた重症患者、いわゆる「三次救急」患者の救急受
け入れも行っている。救急医が着任する前は、先述したように各診療科が協力し
ながら救急外来の初期対応を担っていた。ただ、該当診療科の業務の片手間に行
っており、担当医の技量やモチベーションに左右される体制であったため、不応
需になってしまう救急要請も多かった。
しかし、地域には救急医療の観点から競争相手になる規模の総合病院は無く、
当院に対する救急医療の充実化の期待は非常に大きかった。ニーズが確実にある
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立地であり、その期待に応えられる病床数、診療科数もあり、救急医療の発展の
ための潜在能力は十分にあった。そして、発展次第で新救急病棟を建築予定であ
る、という魅力的な構想もあった。救急科の立ち上げは十分にやり甲斐のある病
院と判断し、救急医療体制の充実化のミッションを引き受けた。
著者が着任する前に京都桂病院の医師たちが救急科を立ち上げることをどの
ように捉えているかを知る必要があった。そのために、着任約 1 年前に重症多発
外傷を含めた全ての救急患者を受け入れることへの醍醐味とやり甲斐をアピー
ルする講演を院内職員に向けて行った。大人数の職員が救急医療に関心を持って
くれて、ホールをびっしりと埋めて参加し、これから自分たちが関わるかもしれ
ない救急医療について耳を傾けてくれた。ER 型とも ICU 型ともどちらにも捉えら
れる内容の発表にしたつもりであったが、講演の反応はかなり渋いものとなった。
今まで考えたことも経験したこともない重症外傷患者対応や複数患者同時対応
の内容を受け、京都桂病院でもそのような救急医療をやらされるのでは、という
戦々恐々とした意見が多数あり、着任前から既に救急科立ち上げの暗雲が立ち込
めてきてしまった。
救急医療が根付かない理由として、以下のような理由が主に挙げられる。
① 専門領域ではない不慣れなことをやらされる。
② 専門領域であったとしても重症対応や時間外の緊急対応をする機会が増える。
③ 救急患者を多く受け入れると、他の業務が滞って業務量も増える。
④ 高齢者が増加し、診療科の振り分けが困難な患者の対応に苦慮する。
当院においても現場の反応は類似したものであった。しかし、地域において最
多の病床数、診療科数を誇る急性期病院であり、同規模の病院は桂川以東にしか
ない。京都桂病院の救急医療を発展させなければ、他の地域へ救急患者が流出し
てしまい、地域の患者の不便不利益になってしまう。地域の中での優位性があっ
たため、継続性・将来性を意識し、従来の ER 型や ICU 型救急に固執せず、まず院
内の救急医療に対する理解と協力を得られるような計画を立てることにした。
着任約半年前にリベンジの講演を行った。内容は、高齢者医療を中心に今ある
診療体制をうまく利用して地域医療の連携を円滑にするための ER 体制、教育の
提案についてであった。この時も多くの職員に参加してもらったが、関心が高い
人だけでなく、これからの不安を抱えて参加する人も少なからずいた。前回の講
演と異なり、時代としてどの医療機関も避けては通れない高齢者医療と地域連携
に焦点を当てたおかげで、反応は上々であった。自分たちの病院が担うべき使命
を理解してもらうことができた。救急科立ち上げのための雰囲気作りができた。
二次救急医療機関で対応可能な患者をなるべく断らずに受け入れられる、重症
多発外傷・熱傷以外の傷病に対応できる ER 体制から始めることとした。
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４．京都桂病院救急科運用の実際
着任前の職員の反応を確認した上で、地域に根差した救急医療体制を継続的に
提供するために、段階的に体制を拡充する構想の中長期 10 年計画を立案した。
各部門との関係性、動線を可視化して、病棟の改築のタイミングに合わせて、救
急受け入れ数やスタッフ数を予測したものを表にして病院経営陣と共有した（図
表 5 にその一部を示す）。
【図表 5】
今後の京都桂病院救急科⇒救急集中治療センターへの発展に向けて ～KATSURA DECAT 構想～
想定年度

想定年間救
急患者

救急室
（日勤帯）

C1

経過観察室
（日勤帯）

救急室
（時間外）

C1

F1

放射線科
（日勤帯）

MRI
（終日）

放射線科
（時間外）

廊下・壁
エレベータ

BXｐ：C2
CT：C 地下

C 地下

A2

循環器・
CPA（終日）

救急 open
I/HCU

ECU

救急科
スタッフ

廊下・壁
エレベータ

B3

なし

なし

1 人＋
研修医 1 人

2014
年度

第1弾
改修前

2,520 台

2015
年秋

第1弾
改修後

3,000 台
10,000 人

F1

廊下・壁
エレベータ

A2

C 地下

A2

廊下・壁
エレベータ

B3

なし

なし

1 人＋
研修医 1 人

2020
年頃

第2弾
改修後

3,800 台
10,000 人

F1

廊下・壁
エレベータ

A2

C 地下

A2

廊下・壁
エレベータ

B3

新 D3 HCU+ECU
計 10 人

3 人＋
研修医 1 人

2021
年頃

第3弾
改修前

4,000 台
12,000 人

E1

廊下・壁
エレベータ

BXｐ：C2?
CT：C 地下
＋A2？

C 地下

BXｐ：C2?
CT：C 地下
＋A2？

廊下・壁
エレベータ

B3

新 D3 HCU+ECU
計 10 人

3～4 人＋
研修医 1 人

2022
年頃

第3弾
改修後

5,000 台
18,000 人

エレベータ

B3＋新 F3 18 床

新 D3
10 床

6～7 人＋
研修医 2 人

廊下・壁

新 F1

ICU 当直

京都桂病院救急科理念
わたしたちは、患者さんの人権を尊重し、地域のあらゆる機関と連携を取りながら、24 時間 365 日いつでも誰にでも安心・安全に
質の高い救急医療を提供できるように努力をします。
京都桂病院救急科バリュー

・プロフェッショナリズム ・全員医療 ・多数精鋭 ・家族を大事に

京都桂病院救急科ミッション

・患者、家族、職員、地域のための

・臨床診療、臨床研究、多職種教育、地域貢献の充実化
※表内英数字は病棟とその階数を表す。

■1st

例）C1⇒C 棟 1 階、A2⇒A 棟 2 階

phase ER 体制の整備、研修医･多職種教育
2015 年の着任時は敢えて一人で当院に飛び込んだ。複数名で所属した場合、ER
の体制を整備できないまま、重症病態を含めた入院対応を強いられる可能性が高
かったからである。これからますます進んでいく超高齢化を見据えて、ER 体制を
整備し、重症ではない診療科が振り分け困難な入院患者（例：初期対応の段階で
熱源不明の発熱患者、生活環境が問題で体動困難になった高齢者）を病院全体で
対応する文化の構築が先決と判断した。
新内科病棟が完成するまでは、入院患者を原則として受け持たず、平日の日中
を中心とした ER 型救急の運用を行うこととした。高齢者医療の特徴である多病、
多剤、多様性は、救急現場でも情報収集や治療方針を決める時に大変手間がかか
る。多くの医師が消極的になってしまう高齢者救急対応・システム作りを積極的
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に行い、ER 型救急の有用性を少しずつ他診療科に理解してもらった。また、重症
蘇生を中心とした系統立てた初期対応の研修医・多職種教育を行った（写真 1）。
臨床研修指定病院としても応募人数が大幅に増え、院内の多職種の人達が救急に
興味を持つようになった。
【写真 1】

救急科があることが病院にとって有用である、という理解が少しずつ広まって
きていることを実感しつつも、やはり一人体制では不在時の対応が脆弱であるこ
とに不満を漏らす人も少なからずいた。そのような不満の声を受け止めながら、
中長期計画に病院経営陣が理解を示しサポートしてくれていたおかげで、信念を
持って ER 体制の整備、教育に徹した。
■2nd

phase 新内科病棟完成後の入院患者受け入れ対応、新 ER･ICU 建築に向けての準備
2020 年より新内科病棟が新たに運用開始された。救急科体制の拡充を図り、
2022 年下半期に新 ER・ICU 病棟が完成するまでの準備期間と位置付けた。スタッ
フが 2020 年度より 2 名、2021 年度より 3 名に増えたことで、入院加療も 6～10
床程度で開始した。入院対象疾患は、ICU/HCU で管理する必要のある重症病態や
熱中症・偶発性低体温症、中毒疾患等の救急科対応傷病とした。
スタッフが増えたとはいえ、24 時間救急科だけで対応するには負担が大きかっ
た。また、看護師も未経験の病態、集中治療ケアを行う必要があった。新 ER・ICU
病棟が完成されるまでの課題をサポートするシステムとして、株式会社 T-ICU1の

1

株式会社 T-ICU は、遠隔相談システムを用い、全国的に専門家が不足する重症患者診療の現場を集中治療医・集中ケ
ア認定看護師で構成されたメディカルチームによる 24 時間 365 日サポートを行うサービスを提供している。
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遠隔医療システム「リリーヴ」を新内科病棟で病床運用する際に導入した。
「リリーヴ」は重症患者診療の現場を、集中治療医・集中ケア認定看護師で構
成されたメディカルチームが 24 時間 365 日サポートしてくれるシステムである。
命に関わる重症患者診療を担う医療スタッフの不安に寄り添い、最新の知見と豊
富な経験でサポートしてくれる（図表 6）。
【図表 6】

「リリーヴ」を導入したことで、救急スタッフが院内不在時に現場看護師と連
携することで集中治療専門医、集中治療認定看護師による医療・看護提供が可能
となり、主治医の呼び出し回数軽減および現場医師・看護師の負担軽減に貢献し
ている。重症病態において高齢患者が増え、倫理的問題も多くあるため、スタッ
フ医師から第三者の立場にある T-ICU 社の医師に相談することで、複雑な背景や
集中治療における終末期ケアの判断・相談をすることもできるようになった。ま
た、副効果として重症患者対応に不慣れな看護ケアの質の向上にも寄与すること
となった。相談内容を記録してもらうことで潜在的な課題が見つかり、学習会の
開催やマニュアルの作成・改訂につなげられた。
ER 体制のみで不十分だった重症対応が院内で更に円滑に進むようになり、今ま
で新 ER・ICU 病棟建築・運用に対して懐疑的であった人達も含めて、救急科の必
要性を病院全体として理解してもらえるようになってきた。
ようやく新 ER・ICU 病棟の運用が現実味を帯び始めた。
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■3rd

phase 新 ER･ICU 病棟の運用

～桂 DECAT 構想～

2022 年冬に新 ER・ICU 病棟が完成予定である。1 階に ER とそれに隣接した CT・
MRI・血管造影室、2 階に内視鏡センター、3 階に ICU6 床（全ての病床で特定集中
治療管理加算取得予定）、HCU12 床、SCU（脳卒中ケアユニット）6 床を要する超
急性期の象徴となる病棟である。
救急科は新 ER・ICU 病棟が完成した時の体制を「桂 DECAT」構想として掲げて
いる。
D：Disaster & Prehospital Care 災害医療、病院前救護
⇒消防･自衛隊との連携強化
E：Emergency Medicine

従来の ER 診療＋中毒･環境障害(熱中症･低体温)

C：Critical Care

集中治療

A：Acute Care Surgery

緊急外科系手術･管理

T：Trauma Surgery

外傷外科診療

もう一つの意味で「Decategorization」、つまり枠組みを外す。既存の枠組み
を外す、という意味を含む。
上記の医療を提供できるために各部門と調整を図っている。
特に看護部門では、ER・ICU・HCU・SCU を同一の大部門として運用するように
議論を重ねている。病棟が完成するまでに医師、看護師、その他スタッフの増員、
現在いる看護師の技能向上も同時に行っている。
これから数年間は新 ER・ICU 病棟の運用が病院の一大プロジェクトとなる。ER・
ICU・HCU の運用責任者として重責を担うことになるが、ここまでの道のりはその
ためでもあった。不安よりも期待と楽しみの方が勝っている。
病棟が稼動すれば、「最後の砦」の役割も担う、名実共に地域の救急医療の拠
点病院となるであろう。

５．これからの京都桂病院救急科の展望
3rd phase までは、あくまで病院が地域として「今」求められている救急医療
体制を構築しているにすぎない。新 ER・ICU 病棟が稼動した後の、2025 年問題を
見据えた 4th phase の構想を準備している。T-ICU 社のような企業と連携し、高
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齢者救急の円滑な対応をどのようにしていくべきかの議論を 3rd phase の計画と
並行して行っている。既存の常識の枠にとらわれない新たな形の救急医療を提供
していきたいと考えている。
当院のビジョンである「一番大切な人を受診させたい病院になる。治療を受け
てよかった、治療を受けたい病院になる。働いてよかった、働きたい病院になる」
をこれからも遂行していくために、更なる発展を目指していきたい。

６．新たに救急部門を立ち上げるためのポイント
当院において新たに救急部門を立ち上げ・強化する戦略のために著者が意識し
たことについて以下にまとめた。

① 救急医療は救急科のみでは運用できない。文化とシステムを構築する
ことが重要であり、そのために、病院経営陣の十分な理解と協力が絶
対に必要であることを認識する。
② 所属する病院が地域においてどのような強みがあるのか、どのような
課題があるのかを分析する。文化を構築するまでには時間がかかるた
め、中長期計画を作成することで、病院経営陣にビジョン・ミッション
を明確化して共有する。
③ 救急医療の強化は病院経営陣にとっては念願であっても、現場医師を
含めた職員は望んでいない、むしろネガティブな考えであることが少
なくないことを理解しておく。
④ ビジョン、ミッションを見据えて、焦らずに「自分のやりたいことをやる」
前に、「地域や病院がやって欲しいことをやる」ことを最優先とする。
⑤ 学習会を通して、救急医療の魅力を伝えることで、若手医師や多職種
の味方を増やしていく。
⑥ 発展途上の組織で責任者がネガティブな感情を見せてしまうと容易に
伝播してしまうため、周囲の人たちに極力ネガティブな言動は見せな
いようにする。
⑦ 救急医療体制は拡充するにつれて、苦境や逆境に立たされることもあ
る。めげずに地域のためにという信念を持って落ち込み過ぎない。
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本稿がこれから新たに救急部門を構築・強化していく病院にとって少しでも参
考になれば幸いである。
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バックナンバー

【2019 年発行分】

発行日

No.

タイトル

19.01.28
09. 9.25

19-01
09-24

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
～ 事業者連携による協働体制の構築 ～

執筆者

19.04.15

19-04

「出資持分承継について」
～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

19.05.20

19-05

飯塚病院における新看護提供方式
～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社麻生 飯塚病院
副院長兼看護部長
森山 由香

19.06.24

19-06

認知症における音楽療法とその効果

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事
メディカルクリニック柿の木坂 院長
東京女子医科大学 名誉教授
岩田 誠
独立行政法人国立病院機構
京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士
京都認知症総合センター 音楽療法士
一般社団法人臨床音楽協会 理事
飯塚 三枝子
株式会社フェイス グループ戦略推進本部
音楽医療事業 リーダー
中務 佐知子

19.07.22

19-07

痛みの可視化

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ
受託試験部 医学博士
夏目 貴弘

19.08.19

19-08

患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長
聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師
東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師
中西 智之
集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医

19.09.17

19-09

セントラルキッチン導入による効果と課題

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画
セントラルキッチン事業部 統括責任者
松本 まりこ

19.10.28

19-10

地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット

編集主幹 市川 剛志
寄稿 栃木県知事 福田 富一
栃木県医師会長 太田 照男
地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット
代表理事 上中 哲也 （日光市副市長）

19.11.25

19-11

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」
～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
株式会社メディカルシステムサービス
事業開発部 次長
福原 亮

19.12.23

19-12

自宅でできる！
オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リモハブ
代表取締役 CEO
谷口 達典

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
株式会社メディカルシステムサービス
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
メディカルシステムサービス事業開発部
次長
税理士
高橋 琴代
一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
福原 亮
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
19.02.25
19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案
編集主幹
市川加藤
剛志友彦
税理士
Society5.0実現に向けた AXR の応用
寄稿 東京大学大学院
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹 市川 剛志
医学系研究科
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
教授 小山 博史
税理士 加藤 友彦
19.03.18
19-03
「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える
編集主幹
剛志
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹 市川
市川 剛志
～
フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～
寄稿 センチュリー法律事務所
資生堂ジャパン株式会社
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆
美容戦略部
弁護士
住田 昌弘
ライフクオリティー推進グループ マネージャー
医学博士
介護福祉士
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare
note。
池山 和幸
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バックナンバー

【2020 年発行分】

発行日

No.

タイトル

20.01.27
09. 9.25

20-01
09-24

地域ニーズを見据えた介護事業戦略
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
「全世代型」の社会保障アプローチへの転換

執筆者

20.04.20

20-04

医療ツーリズムと医療の国際化
この10年の変遷から今後を占う

編集主幹 市川 剛志
寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授
多摩大学大学院 特任教授
真野 俊樹

20.05.25

20-05

新たな病院建築・運営に挑む
長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人是真会
長崎リハビリテーション病院 理事長
栗原 正紀

20.06.22

20-06

地域連携広報の必要性
「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み

編集主幹 市川 剛志
寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院 地域医療連携部 部長
十河 浩史

20.07.20

20-07

高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援
～ 地域共生社会における化粧の役割 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部
ダイバーシティ＆インクルージョン室
エンパワーメントサポートグループ
池山 和幸

20.08.31

20-08

公平な医療サービスの提供を目指して
痛みの見える化の試み

編集主幹 市川 剛志
寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科
特別研究推進講座 MRI 協働ユニット
痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座
特任教授(常勤)
中江 文

20.09.28

20-09

ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営
～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

20.10.30

20-10

『足指着地で健康な体に変えていく』
～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長
髙橋 毅

20.11.30

20-11

ウィズコロナの時代の病院経営

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長
豊岡 宏

20.12.25

20-12

周産期医療における遠隔医療
－ 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 －

編集主幹 市川 剛志
寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO
尾形 優子
香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授
日本遠隔医療学会 名誉会長
原 量宏

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
富田ケアセンター有限会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役社長
税理士
高橋 琴代
山中 祥吉
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価
編集主幹
市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
日本および海外における潮流とその背景
寄稿 税理士
株式会社スーペリア
加藤 友彦 代表取締役
一般社団法人日本ペイシェント・
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹 市川 剛志
エクスペリエンス研究会 代表理事
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
曽我 香織
税理士 加藤 友彦
東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
市川 剛志
東海大学総合医学研究所
所長
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆 センチュリー法律事務所
一般社団法人日本ペイシェント・
弁護士
住田 昌弘
エクスペリエンス研究会
理事
安藤 潔
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。
20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性
編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長
あをに工房合同会社 代表社員
中山 久雄
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【2021 年発行分】

発行日

No.

タイトル

執筆者

21.01.29
09. 9.25

21-01
09-24

コロナ禍における介護事業経営とは
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について

09. 9.30
21.02.22

09-25
21-02

（寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？

09.10.30
21.03.31

09-26
21-03

（寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役
税理士
高橋 琴代
榊原 宏昌
編集主幹 市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
松阪市民病院
総合企画室 副室長
世古口
編集主幹
市川務剛志

21.04.26

21-04

ICT がつなぐ、あなたの医療と介護

編集主幹 市川 剛志
寄稿 特定非営利活動法人
滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会
代表常任理事
本多 朋仁
常任理事
永田 啓

21.05.31

21-05

小規模病院による地域医療課題の解決

編集主幹 市川 剛志
寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長
廣瀬 憲一

21.06.30

21-06

光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発
― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ―

編集主幹 市川 剛志
寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社

21.07.26

21-07

救急医療現場から起業した経緯について

編集主幹 市川 剛志
寄稿 国立大学法人千葉大学
大学院医学研究院救急集中治療医学教授
中田 孝明

21.08.23

21-08

外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み
～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長
坪 茂典
富山短期大学 健康福祉学科 准教授
小平 達夫

執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
編集主幹
市川 剛志
加藤 友彦
寄稿 税理士
特定非営利活動法人
ヘルスサービス
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
市川 剛志 R&D センター（CHORD-J）
ディレクター
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆 センチュリー法律事務所
大田 祥子
弁護士
住田 昌弘
理事長
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
脇田 紀子
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