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本 郷 基 弘

沿 革

当院 は昭和2年 に 日本赤十字社 岡山支部療 院 とし

て,内 科 ・外科 ・産科の3診 療 科50床 の病院 として

開設 され,今 年 で74年 目を迎 えた老舗 の病院 であ る.

昭和18年 に岡山赤十字病 院 と改称 し,昭 和20年 の空

襲で炎上 したが復興 に励 み,昭 和32年 に総合病院 を

冠称 した.昭 和44年 には玉野赤十字病 院 を吸収合併

して玉 野分院 と命名 した.昭 和60年 に現在 の 日銀 岡

山支店の所 にあった旧病 院か ら,青 江に移転新築 し

た.狭 隘化解消 と近代化 の 目的で平成10年 に増改築

に着手 し, 5階 建立体 駐車場の屋上 にヘ リポー トを,

 1階 には災害用備蓄倉庫 を作 った.増 築 したセンタ

ー棟 には,救 急外来,救 急病棟,健 康管理 センター

や内視鏡 な どの検 査部門 を充実 させ て本年6月 に完

成 した.

現 況

病床数 は本院500床,玉 野分院83床,計583床 で,

そのほか分院には100床 の老健施設 を併設 して いる.

診療科 は19科 で,救 命救 急セ ンター,基 幹災害拠点

病院,ヘ リコプ ター救命搬送拠点病院,老 人性痴呆

疾患セ ンター,エ イズ治療拠点病院,脳 死臓器提供

病院,へ き地中核病 院,臨 床研修指定病院な どの指

定 を受けてい る.

病院は全 国で92あ る赤十字病院の内の1つ で,済

生会,厚 生連 とともに公的三団体 と称 され る私 立公

的病 院であ り,経 営 は独立採算制 を とってい る.日

本赤十字社 の事 業は 多岐にわ たるが,中 で も災害救

護,救 急医療,血 液事 業な ど,医 療事 業の 占め るウ

エ イ トは極 めて大 きい.ま た,看 護 婦養 成 も大切 な

事 業の1つ であ り,当 院に も1学 年35名 の看護専 門

学校 を併 設 していて,昭 和11年 以来今春 までに1,630

名の看護婦 を世 に送 り出 してい る.

病 院 の 理 念

1.　私 た ちは,赤 十字精神 に基づ いた愛 の こころを

もって診療 にあた ります.

2.　私 たちは,皆 様の 人権 を尊重 し,温 もりのあ る

医療 を提供 します.

3.　私 たちは,自 己研鑽 に励み,良 質の医療 を提供

す るよう努め ます.

この3つ を病院の理念 としていて,詰 所 な どの要

所 に外へ 向け て掲げ,患 者 ・家族の方々 に誓約 して

あ る.こ のほか,創 立50周 年の時に は「信頼 され 親

しまれ る 病院 に」 とい うモ ッ トー を, 70周 年 の時

には 「手 をつ な ぐ温 もり-地 域 とともに-」 とい う

テーマ を選定 した.

特 色

1.　救 急 医 療

赤十字病院の最大の使命は救急医療 である.昭 和

58年 に県下で2番 目の救命救急セ ンターに指 定 され,

救 急医療への取 り組みに一層拍車がかか った.現 在,

初期 ・二次 ・三次すべての救急 を受け入れ てい るた

め,年 末年始や ゴールデ ンウィー クな どの休 日には,

 1日 に150名 前後の急患診療 で救 急外 来は多忙 を極め

ている.医 師 当直体 制 は,内 科系,外 科系,小 児科

(NICU),循 環器科(CCU),産 科,麻 酔科(ICU)

の6系 列 に加 えて管理 当直 もお いて い るため,常 時
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7名 の医師が 当直 の任 につ いている.

総合病院　岡山赤十字病院

2.　災 害 救 護 活 動

医師1名,婦 長1名,看 護婦2名,事 務 職2名,

計6名 で構成 され る医療救護班 は10班 編成 されてい

て,ロ ー テイシ ョンで救護訓練参加や救急医療器 材

の保守点検 を重ね て,忘 れ たころにや って くる災害

時の緊急 出動 に迅速且つ適切に対応出来 るよう備 え

てい る.

平成7年1月17日 の阪神淡路大震災の時には,当

日と翌 日に は各2班,以 後は1班 ずつ3月20日 まで

延33日 間,救 護班 を被 災地へ派遣 し救護 活動 を実施

した.ま た,平 成12年10月6日 の鳥取西部地震 の際

は,情 報 通信 ままならぬ ままで救護班 を見切 り出発

させ た ことが,翌 日の 「阪神 大震災の教訓 は生か さ

れ たか」 とい う全 国版 の新 聞記事 の中で,岡 山赤十

字病院 では地震発生5分 後に救護班 の一斉招集がか

か り, 1時 間後 には現地へ 向けて出発 していた と紹

介 され,面 目を保つ こ とがで きた.

3.　災害拠点病院 の合 同研修

平成9年1月 に,当 院 は災害 医療 の研修 を担当す

る,基 幹 災害拠点病 院 に指定 され た.以 来,今 日ま

で春 ・秋1回 ずつの合 同研修 会 を励 行 してお り,今

春 で9回 目を実施 した.こ の合 同研修会 には県か ら

の補助 も得 られて, 7拠 点病院 は もとよ り,県 ・市

医師会,消 防,自 衛 隊,看 護学校,赤 十字等の奉仕

団,ボ ランティアな どか らの積極的 な協力の もと,

毎 回300～400名 が参加す る賑やか な研修会に成長 し

て来て いる.災 害救護 医療 の基本講座 を毎 回必須 と

し,そ の他に各種 災害 を想定 した救助訓練 を可能 な

限 りリアルに近い形 で,主 催病院が知恵 を しぼ って

いる.年1回 は当院で,あ と1回 は当院以外の拠点

病院 で開催 してい るが,回 を重ね るご とに全体 的に

レベル 向上が 目に見 えて来 て,頼 もしい限 りであ る.

4.　開放病床 ・地域 医療連携室

昭和60年 に青 江の現在地へ移転す る際,岡 山市医

師会 との話合 いの中か ら,開 放病床の設置が実現 し

た.当 時 としては前例が なか ったので, 1年 間の試

行期 間のの ちに,医 師会や厚生省 の深 い理解 の賜 と

して,全 国で最初 の公的病院の開放病床が昭和61年

5月 に認可 された.当 初 は内科 限定の40床 だ ったが,

平成9年 にはその うちの2床 が小児科の開放病床 に

な り,昨 今 は外科系 の診療科 に も開放 で きるよ う検

討中であ る.

病 診の機能分担 を明確 に し,患 者サー ビスの向上
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に役立つ地域医療連携室 を平成11年1月 に開設 した

が,患 者紹介や検査予約 などで,か か りつけ医の先

生方に重宝が られ ている.

5.　臨 床 医 学 教 育

岡山大学 医学部の卒前教育 に クリニカル クラー ク

シ ップが取 り入れ られる と同時 に,岡 山市内の関連

病院の1つ として,い ち早 く学生学外実習 を受 け入

れてい る.臨 床教授 な どの肩書 を貰 っている医師の

みでは到底対 応 しきれないので,当 該診療科 の医師

総 出で指導に当ってい る.大 学以外の病 院 ならでは

の実地の臨床 に,学 生 たちは少 なか らぬ興味 を示 し

ているよ うに見受 け られ るが,臨 床教育の効 果が上

ることを念 じてい る.

平成16年 春 か らの開始 が決 まった卒後臨床研修 の

必修 化にむけて,岡 大附属病院臨床研修 センターが

開設され,一 昨年 よ り2年 間のロー テイ ト研修 の試

行 が始 まってい る.当 院へ も昨年度か らスーパー ロ

テイター を受け入れてい るが,研 修医の身分,経

済保証,研 修 の評価,研 修病 院や指導医の資格 な ど,

本格的に スター トす るまでに解決 されて いなければ

ならない問題が山積 してい る.か つ ての インター ン

制 度の轍だけは踏 まない よう,万 全 な準備がな され

ることを願 ってや まない.

6.　病 院ボ ランテ ィア

既 に20年 ぐらい前か ら,民 間 ボランティア団体,

退役婦長,赤 十字奉仕 団な どか ら,独 立 した病院奉

仕 活動 の提供 を受 けてはいたが,組 織化 され た もの

はなかった.災 害 ボ ランティアの 目覚 ましい活躍振

りな どか ら,ボ ランティア活動が社会的評価 を高め

て行 くに及 んで,当 院の ボランティア も大 同団結 し

て,平 成10年5月 に 「岡 山赤十字病院 ボランテ ィア

こ もれび 」が スター トした.現 在の登録会員数 は

約220名 で,活 動 内容は外来患者受診援助(受 診手続,

自動車乗降,車 椅 子介助 な ど),入 院患者支援(清 拭,

洗髪,足 浴 など),生 け花,花 壇の手入 れ,趣 味 の教

室,七 夕飾 り,納 涼の夕べ 開催,ク リスマ ス飾 り,

バザー など多岐にわた ってい る.活 動資金は病院か

らは一切支 出 してお らず,年1回 のバザーの商 品提

供 を職員に広 く呼びかけ るだけであ る.患 者 さんに

は感謝 され,本 当に頭の下 る思いであ る.

今 後 の 課 題

め まぐる しく変化す る厳 しい医療 環境 の中で,赤

十字病院の使命であ る救急医療,災 害救護 を中心 と

した急性期医療 に徹 し,良 質 な医療 を機能分 担 をわ

きまえて提供 して行 き,患 者満 足度 を充実 させ て,

地域医療に貢献 したい と考 えてい る.今 年 度 中に病

院機能評価 を受 審す るよう申込み中であ る.
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岡山赤十字病院　外来診察表(平 成13年6月1日 現在)
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