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Ⅰ．山陰労災病院合同臨床研修プログラムの概要 

 

１、 山陰労災病院の紹介（概況） 

（１） 沿  革 

山陰地方の産業の発展に伴う労働災害に対する医療の充実を図るため、昭和２９年 

に至って鳥取大学医学部を中心に労災病院誘致の機運が高まり、昭和３４年に鳥取県 

と米子市が共同で労働省（現厚生労働省）及び労働福祉事業団に対して労災病院の設 

置を要望した。 

１）創立 

   労働福祉事業団では、昭和３５年に現地調査を行ない、米子市 皆生温泉に第２９番 

目の労災病院を設置することに決定した。 

昭和３７年に建設工事が開始され、翌３８年４月に完成し、６月から内科、外科、 

整形外科、皮膚泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、理学診療科の７診療科、病床数２００ 

床をもって診療を開始した。 

２）第一次増改築 

    医療需要の養成に応えるため、昭和４４年から４５年にかけて増改築工事を行ない、 

検査部、リハビリテーション科、人工透析等の施設を拡充し、３００床に増床した。 

また、放射線科、神経科、麻酔科、脳神経外科を漸次加えた。  

３）第二次増改築 

    昭和５４年から５９年にかけて、既存部分の全面改修及び新本館（管理部門、外来 

部門、病棟部門、手術部門、薬剤部門、放射線部門、検査部門、人工透析部門等）を 

新築した。診療科では神経内科、歯科を新設し、病床数を４１０床とした。 

    平成２年に心臓血管外科を設置し、循環器疾患に対する診療体制を強化した。    

このころから、国道４３１号線、米子自動車道の整備により、病院周辺の宅地化が進 

み、地域の中核病院としての役割が一段と高まった。 

４）第三次増改築 

    平成７年から８年にかけて、外来棟及び東側病棟などの一部拡張工事を行なった。 

また、勤労者医療の充実と患者さまの病院に対するニーズの多様化に対応するために 

病診連携等の地域医療の充実を図った。    

  ５）第四次増改築 

   平成１３年２月から１０月にかけて救急棟を増築し、地域における救急体制の充実 

に努めている。 

  ６）独立行政法人化 

    平成１６年４月、労働福祉事業団の独立行政法人化により労働者健康福祉機構山陰労 

  災病院と改称する。 

  ７）第五次改修 

   平成２０年より３階病棟を救急棟とし、ICU８床と救急病床２０床に再編成を行った。 

  これに伴い病床数は３８３床となり今日に至っている。平成２０年７月からは地域医 

  療支援病院の指定を受け、積極的に地域医療の一翼を担っている。 

（２）特  色 

   山陰地方の勤労者医療を行なう病院として、質の高い高度な医療提供に努めている。  

開院当初は、脊髄損傷者等の被災労働者の治療と早期社会復帰促進を図るため、温泉 

  療法も導入して総合的なリハビリテーション医療に重点を置いた医療を展開していた     

  が、現在は、職業性疾病や生活習慣病等の成人病に対する予防医療に対して積極的な   

  医療サポートを行なうことに努めている。 

１）政策医療としての勤労者医療の実践 

ア）有害業務に従事する労働者の健康管理については、振動障害、塵肺、職業性難聴 
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等の疾病の早期発見、環境改善など勤労者に対する健康対策に寄与している。 

    産業保健活動としては、王子製紙、シャープ米子、ＮＨＫ米子等の産業医として 

  活躍している。また、地域産業保健センターに対する講師派遣等のサポートにも 

  力を入れている。その他、健康診断、人間ドックなどの成人病健診にも積極的に 

  取り組んでいる。 

ウ）高所転落、交通事故などの災害医療には、特に山陰地区の脊髄損傷者の総合的な 

医療を実施し、早期の社会復帰に向けた取り組みを行なっている。また、腰痛学 

校を実施するとともに、勤労者脊椎・腰痛センターを設置して専門的な治療に取 

り組んでいる。 

エ) 振動障害については、昭和４７年から特殊健康診断を実施し、昭和６３年にその 

  実績データを分析・研究するための振動障害診断治療研究部を設置、平成９年に 

  は振動障害センターとして組織を整えた。 

２）地域医療に対する貢献 

ア）中枢神経、循環器、消化器、腎代謝、骨関節の５本柱を診療の中心に二次、三次 

医療までも受け持っている。 

      昭和６３年４月から鳥取県西部医師会とセミオープンシステムを実施し、平成８ 

  年に本格的なオープンシステムとして運用している。 

ウ）昭和５５年から鳥取県西部地区病院群休日輪番制に参加し、昭和５５年には救急 

  告示病院として二次救急を受け持っている。さらに平成１３年には病院群平日輪 

  番制が実施され、積極的に参加している。 

エ）在宅医療については、平成８年から訪問看護室を設置し、訪問看護車を購入して 

訪問看護、訪問リハを実施している。 

  オ）平成２０年７月から地域医療支援病院の指定を受け、地域連携室を充実し、病病 

    連携、病診連携を強化している。 

（３）規  模 

１）病床数 ３８３床（一般３８３床）  

２）診療科   

内 科（消化器内科、腎臓内科、呼吸器内科、感染症内科、糖尿病・代謝内科） 

循環器科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、精神科、 

皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、 

麻酔科、歯科口腔外科 

３）診療施設等 

検査科、手術部、救急医療部、 

４）共同利用治療室等 

※透析室 

※内視鏡室 

※超音波室 

※印は院内措置 

  ５）患者数（平成２０年度） 

     年間延べ入院患者数 117,027 人（一日平均 ３２０.６人） 

年間延べ外来患者数 222,964 人（一日平均 ９１７.５人） 

平均在院日数 １７.７ 日  

新入院患者数 ６６０２人 

６）手術件数   ２４０９件（平成２０年度） 

  ７）駐車台数   ３９３台 

  ８）救急車搬送数（平成２０年度） ２３５１ 
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２ 協力型臨床研修病院の概況 

（１）米子医療センター（独立行政法人国立病院機構） 

    １） 特色 

米子医療センターは、国が担うべき政策医療のうち、がん、腎医療の専門医療施

設として、専門的な医療を実施するとともに、救急医療・地域医療への貢献、各種

情報発信、研修・研究にも積極的に取り組んでいます。 

政策医療のがん医療については、肺がん、消化器がん等各種のがんについて、予 

防、検診、手術療法、化学療法、リニアックによる放射線治療、緩和ケア等がん医 

療の機能強化と集学的な医療の提供に努めております。 

腎医療については、あらゆる腎疾患を対象として、予防、検診、治療の三位一体 

の診療体制を取っており、鳥取県唯一の献腎移植施設として生体・献腎移植を実施 

しています。 

その他、骨運動器疾患、内分泌・代謝疾患、呼吸器疾患、免疫疾患等の政策医療

の提供、開放病床等による地域医療機関等との連携に努めています。 

２）診療科目 

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、呼吸器外科、 

整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ 

ビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科 

３）病床数：２５０床（一般２５０床） 

４）患者数（平成２０年度） 

    １日平均入院患者数 206.9 人 

１日平均外来患者数 373.9 人 

平均在院日数 19.5 日 

 

（２）医療法人同愛会 博愛病院 

１）博愛病院は、大正１０年の創立で、設立当初より市民病院的な要素が強く、今日 

 まで長らく市民から信頼されています。 

当院は病院の診療機能を逐次、整備していくなかで、建物の老朽化、狭隘化が目立

つようになったことから、近代化施設整備のための増改築工事を行ない、平成１４

年１２月に新病院が完成しました。 

新病院では、患者様中心の医療を最重要課題とし、乳幼児から高齢者までの幅広 

い年齢層に対応した医療と健康管理体制を整えました。新病院では、専門センター 

の設置、血管造影室の新設、最新式ＭＲＩ（１．５Ｔ）の導入、人工透析部門の拡 

充、総合リハビリテーション施設 基準の取得など、日進月歩の医療環境に対応しな 

がら、地域の皆様方の医療、福祉、保健ニーズにお答えすべく、全職員一丸となっ 

て絶えざる努力を続けている。 

２）診療科目  

内科（神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科）、小児科、外科、整形 

外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科（血液透析）、麻酔科（ペインクリニック）、 

眼科、リハビリテーション科、放射線科 

３）専門センター ドック・健診センター、骨粗鬆症センター、訪問看護センター 

４）病床数：２１７床(一般１８７床、回復期リハ３０床)  

５）患者数（平成２０年度） 

１日平均入院患者数 190.4 人 

１日平均外来患者数 387.2 人 

平均在院日数 18.6 日 

６）駐車台数：２６２台（うち車椅子用４台） 



 

（３）鳥取県済生会境港総合病院 

１）特徴  

済生会境港総合病院は、境港市において唯一の総合病院として医療に貢献するの 

みならず、福祉の分野も包括した病院として「まちづくり」の一翼を担っています。  

平成１１年に地域ケアセンターを併設し、病院と一体となって市民の健康づく 

り・疾病予防・治療・入院・入所・リハビリテーション・在宅医療・在宅介護のす 

べてにわたって満足していただけるサービスの提供をめざしています。  

また市内の大多数の救急患者さんも当院を受診されますので、地域医療の中心的医 

療施設として CT,MRI, などの整備、脳外科の開設など急性疾患にも対応できる体制 

を整えてきました。  

近年は医療の質の向上をめざし、診療録管理システム、クリニカルパスによる質 

の管理、オーダリングシステムを導入し、更に電子カルテシステムの導入も準備が 

進んでいます。  

 

２）患者数（平成２０年度）  

１日平均入院患者数 183.1 人 

１日平均外来患者数 447.5 人 

平均在院日数 18.1 日 

３）総医師数 ２８人（常勤職員）  

４）標榜診療科   

   内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、 

     眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、脳神経外科  

５）病床数 １９９床（一般１６５床、感染症４床、療養３０床）  
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Ⅱ 山陰労災病院診療科部長・指導医責任者・医師数・指導医数等リスト  

 

                        平成２１年４月現在 

診療科名等 科（部）長
指導医 

責任者 
医師数 指導医数 

内 科 古城治彦 古城治彦 １３ １２ 

循環器科 遠藤 哲 笠原 尚  ７ ５ 

精神科神経科 高須淳司 高須淳司 １ １ 

神経内科 林 永祥 楠見公義 ３ ３ 

外 科 谷田 理 豊田暢彦 ８ ７ 

心臓血管外科 黒田弘明 黒田弘明 ３ ２ 

整形外科 岸本英彰 縄田耕二 １０ ８ 

脳神経外科 田中泰明 田中泰明 ３ ３ 

皮膚科 三島エリカ 三島エリカ １ １ 

泌尿器科 渡邊信之 門脇浩幸 ２ ２ 

眼 科 川口亜佐子 川口亜佐子 １ １ 

耳鼻咽喉科 杉原三郎 門脇敬一 ３ ２ 

麻酔科 倉敷俊夫 内藤 威 ５ ４ 

放射線科 井隼 孝司 井隼 孝司 １ １ 

救急部門 (遠藤 哲) (野坂仁愛)  

 

 
計 

 
６１ ５２ 

注：指導医とは臨床経験７年以上の者 
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