
 日向市立東郷病院の在り方検討委員会 

 2020年２月20日 第４回会議 

 

 新たな在り方の医療機関において参考となる取組 
  １．病院から診療所への移行事例 

  ２．診療所の取組事例 

  ３．診療所に係る調査 
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資料  ２  



１ 病院から診療所への移行事例 
直近３年間において市町村立の病院が診療所に移行した事例（国保直診）   
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自治体名 名称 
移行前 
病床数 

変更後名称 
移行 
年度 

移行後 
病床数 

備考 

岐阜県中津川市 
（人口78,299人） 

坂下病院 
Ｈ28末：199床 

↓ 
Ｈ29末：100床 

国保坂下診療所 Ｒ１ 19床 

【資料Ｐ５ 事例Ⅰ】 
○自治体内における公立病院間の再編統合 
 （中津川市民病院（360床）との再編統合） 
○老人保健施設（80床）併設 
○市内には、民間医療機関が複数あり 

愛知県東栄町 
（人口3,128人） 

東栄病院 40床 東栄医療センター Ｒ１ 
19床 
↓ 

無床 

【資料Ｐ８ 事例Ⅳ】 
○Ｒ４新施設（無床診療所）開所に向けて取り組み中 
○町内には、当該病院のほか附属診療所が１か所有 

広島県北広島町 
（人口18,467人） 

豊平病院 44床 豊平診療所 Ｒ１ 無床 

○中山間地にある医療機関 
  Ｈ30まで医療法人による指定管理であったが、医師、
看護師確保問題等により指定管理の継続困難 
 ・町内外の医療機関に打診するも引受者なし 
 ・町負担が３年間で７．５億円超 
→将来的に地域医療を守る形態として無床化を選択 
○町内には、55床～120床の病院が３か所有 

北海道由仁町 
（人口5,015人） 

町立病院 57床 町立診療所 Ｈ30 19床 
【資料Ｐ６ 事例Ⅱ】 
○南空知医療圏南部における在宅医療の推進を提唱 
○町内には、内科の無床診療所が１か所 

北海道豊富町 
（3,892人） 

国保病院 42床 国保診療所 Ｈ30 19床 

○診療所における取組資料なし。 
○同町議会広報紙…診療所化について、「安定的な医 
  師確保を目指し、更に医師の過重負担を軽減するた 
   めに診療所化を進め、診療所として地域住民の医療 
  の確保及び医師の長期的な確保に目途をつける。」 
○町内には、当該診療所（救急告示）が１か所のみ 

山形県酒田市 
（人口101,331人） 

八幡病院 46床 日本海八幡ｸﾘﾆｯｸ Ｈ30 無床 ○地方独法 山形県・酒田市病院機構に移管・統合 

資料出所：公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会からリストの提供を受け、自治体及び医療機関のホームページ等を基に作成 



１ 病院から診療所への移行事例 

 

 

 

 

直近３年間において市町村立の病院が診療所に移行した事例（国保直診） 
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自治体名 名称 
移行前 
病床数 

変更後名称 
移行 
年度 

移行後 
病床数 

備考 

長野県松本市 
（238,528人） 

会田病院 31床 四賀の里ｸﾘﾆｯｸ Ｈ30 無床 

○合併自治体内における公立病院間の再編統合 
 （松本市立病院（215床）との再編統合） 
○会田病院…（旧）四賀村の（地区唯一の）医療機関 
  ・病床利用率が低水準になり、経営も悪化傾向 
   ・Ｈ27「会田病院基本方針」策定、年次的に病床削減 

青森県六戸町 
（人口11,018人） 

六戸病院 30床 六戸診療所 Ｈ29 19床 ○町内には、当該医療機関のほか無床診療所２か所 

新潟県魚沼市 
（人口35,683人） 

堀之内病院 50床 堀之内医療ｾﾝﾀｰ Ｈ29 無床 

○魚沼地域の医療再編（Ｈ23～県立病院を含む４病院 
  による公立病院再編計画）に伴い、Ｈ27に一般病床 
  を市立小出病院（90床）に移管し、（財）魚沼市医療 
  公社の運営へ 
○Ｈ29 病床機能を市立小出病院（134床）に移し、堀 
  之内医療センターとして運営開始 

岐阜県関ヶ原町 
（人口6,986人） 

関ヶ原病院 88床 関ヶ原診療所 Ｈ29 19床 

○町内には、当該医療機関のほか診療所が２か所 
 （18床１・無１） 
○診療所化に関する詳細資料なし 
  議会会議録によると、町から繰入を行ってもなお赤字を計上し続 
  け、医師確保の目途が立たず、経営健全化が求められていた。 

【以下は、国保直診以外】 

自治体名 名称 
移行前 
病床数 

変更後名称 
移行 
年度 

移行後 
病床数 

備考 

北海道幌加内町 
（人口1,518人） 

幌加内病院 
50床 
→ Ｈ24：13床 

幌加内診療所 不明 無床 
○診療所化に関する資料なし 
○町内には、他に公立診療所（週1・2日開設）が2か所 

三重県大台町 
（人口9,175人） 

報徳病院 30床 報徳診療所 Ｈ27 無床 

○地域及び同病院の医師不足、過重な勤務など、 
  入院診療が出来なくなり、診療所化 
  ・大台町町歌に合わせた杉棒体操 
○町内には、ＪＡ厚生連病院（126床）ほか診療所複数 

資料出所：公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会からリスト提供（国保直診以外のものは、コンサルから情報提供）を受け、自治体及び医療機関のホームページ等を基に作成 
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【参考】 病床数の削減を行った国保直診病院の事例 令和元年度   

都道府県 名称 削減病床数 

北海道 士幌町国保病院  60 → 50 

青森県 国保板柳中央病院  87 → 80 

 同 国保おいらせ病院  74 → 73 

 同 国保五戸総合病院 167 → 165 

山形県 寒河江市立病院 125 → 98 

 同 朝日町立病院  60 → 50 

千葉県 国保匝瑳市民病院 110 → 99 

 同 国保多古中央病院 166 → 161 

神奈川県 平塚市民病院 416  → 410 

富山県 あさひ総合病院 199  → 109 

石川県 国保小松市民病院 340  → 336 

 同 珠洲市総合病院 195  → 163 

 同 町立富来病院  98 →  60 

 同 宇出津総合病院 120  → 100 

都道府県 名称 削減病床数 

長野県 松本市立病院  209 → 193 

 同 市立大町総合病院  274  → 195 

 同 佐久市立浅間総合病院  318  → 278 

滋賀県 長浜市立湖北病院  153  → 140 

京都府 京丹後市立弥栄病院  200  → 199 

山口県 周防大島町立東和病院  125  → 114 

徳島県 那賀町立上那賀病院   40 → 30 

福岡県 田川市立病院 297  → 252 

熊本県 水俣市立総合医療センター 397  → 357 

 同 球磨郡公立多良木病院 198  → 183 

資料出所：公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会からリスト提供 



２ 診療所の取組事例 Ⅰ（病院⇒有床） 
１．岐阜県 中津川市における坂下病院、中津川市民病院の再編統合     

   【１市３町４村による合併】 
   平成 17 年 2 月に恵那郡６町村（坂下町、川上村、加子母村、 付知町、福岡町、蛭川村）及び長野県木曽郡山口村と合併  

資料出所：「中津川市民病院・坂下病院の現状と今後について」 Ｈ28 中津川市病院事業部資料、「中津川市新公立病院改革プラン」から引用 
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１．坂下病院の診療所化の経緯 
  
  ◆合併当時から２つの公立病院を存続できるのか疑問視 
   平成20年以降、当該病院について経営改革等に関する検討の 
 場が設置されたが、現状の医療機能を存続しなければならない 
 使命感が強く、その先の議論につながらず。 
 
 ◆病院を取り巻く環境が大きく変化 
  ・深刻な医師不足 
  ・経営状況の悪化及び財政負担 
  ・患者数の減少 
  ・医療制度改革の取組 
  
 ◆現状のまま、２つの病院を維持することが困難な状況 
 ◆安心・安全な医療を安定的かつ継続的に維持するためには、 
   公立２病院の医療機能の見直しが必要 
  
 ◆「中津川市公立病院機能検討委員会」の設置 
   ２病院の存続可能な病院規模の検証、採算性の試算、効率性 
   など、８万人都市に相応しい病院機能を検討 
  
  
  ◆検討委員会の提言 
   地域医療構想に基づく病床機能の再編 
   坂下病院について４つのシナリオから②を選択し、市に提言 
   ①廃止（１病院体制）   ②無床診療所化・老健施設移設 
    ③急性期病床の廃止   ④急性期病床の維持 

２．中津川市の方針 
（１）公立病院機能についての方針（２病院の病床再編計画） 
  ◆中津川市民病院 
    ・従前どおり、東濃東部の中核病院として位置付け 
    ・Ｈ28：360床 ⇒ Ｈ31：360床 
   
  ◆坂下病院 
    ・診療所化し、入院規模を縮小した上で外来機能を維持 
    ・やさか地域の地域包括ケアシステムの拠点 
    ・Ｈ28：199床 ⇒ 年次的に再編 ⇒ H31：19床 
 
（２）方針で示された主な取組（検討事項） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）一般会計負担について 
  ２病院に対する繰出金  H27：13.7億円 ⇒ H28以降19億円超 
   経営が改善されないようであれば、民営化を含めた再度の見直し
が必要な状況と判断。 

○包括ケアシステムの構築に向けた地域の外来機能と在宅医療 
○在宅療養中の人の急変時の救急対応や入院機能は、市民病院 
○診療所スタッフを効率的に配置・集約化し、サテライト運用を検討 
○訪問看護ステーションについて、看護師増による体制強化 
○市民病院内に訪問リハビリ事業所を設置 
○両医療機関において、介護予防事業、発達支援事業、健診事業、 
   母子保健事業の継続実施について調整 
○特老でのリハビリ指導、運動教室などの実施について調整 



２ 診療所の取組事例 Ⅱ（病院⇒有床） 
２．北海道 空知郡 由仁（ゆに）町 由仁診療所  南空知医療圏南部における在宅医療の推進 【非合併団体の事例】 

資料出所：由仁町議会会議録、診療所ホームページ、同診療所「2020.1.16南空知南部在宅療養推進フォーラム」資料から引用 

１．由仁病院の診療所化の経緯 
（１）診療所化の背景 
 ◆由仁町内には、当該病院のほか無床診療所（内科）が１か所 
 ◆地域の医療機関の現状 
   ・在宅の中核医療機関…しかし、マンパワー・ノウハウ不足 
    
   ・医師の負担軽減とノウハウの蓄積により、地域の医療機関と 
   のグループ診療を目指す → 集約化の必要性 
  
 ◆財政的要因 
   ・病院事業会計への繰出金…平成28年度２億7千万円 
   ・町財政推計では平成34年度に再び健全化団体となる見込み 
   （平成21年度決算…早期健全化団体（全国で４団体）） 
 
   合理的経営が必要であるが、自治体単位では展開が困難 
    → 広域化の必要性 
 
（２）診療所化の経過 
 ◆在宅医療の推進 
   南空知医療圏の南部３町を診療範囲（隣接２町の市街地まで 
 15分程度）とし、在宅医療推進のため広域での協働を呼びかけ。 
   
 ◆診療所化に当たっての取組 
        

２．由仁診療所の在宅医療 
（１）由仁診療所の在宅医療の取組 
 ◆利用者90名（2018.5～） 
    患者住所地：由仁町62、隣接２町28名 
    住まい：自宅70、施設20 
    主病名：慢性疾患58、がん26、神経難病6 
    転機：在宅死20、病院死14、入居入所9、その他2 

 
 ◆地域での実践 
 
 
 
 
 
 

（２）今後の展望 ： 組織統合ではなく組織協働（※確定ではない） 
 ◆地元医療機関による在宅医療をサポート 
  ○由仁診療所が副主事医の役割を担う 
  ○由仁診療所が夜間・休日の電話・往診対応を担う 
 ◆施設配置医を24時間体制でサポート 
  ○施設看取りのための常時往診体制 
  ○配置医不在時の往診・看取り対応 
 ◆近隣４町における在宅医療の調整・斡旋 
  ○外来患者の受療動向…流出（町民の外来シェア20％程度） 
  ○由仁診療所の患者だけを対象にした在宅対応では限定的 
  ⇒ 医療福祉センターの広域化・機能拡大 
    ・現在…当該診療所の相談窓口 
          ３町の新規在宅患者のインテーク 
    ・将来…南空知医療圏南部の在宅医療と介護の相談窓口へ 
          ４町の在宅資源の把握、在宅医療の問合せ対応 
                                       など 
 

 
 
 
 

・Ｈ30年：有床診療所化 57床 ⇒ 19床 （救急告示・医師３名） 
             訪問診療 開始 
      訪問リハビリ 開始 
      短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 開始 
・Ｈ31年：在宅療養診療所 
               （24時間体制で訪問診療及び往診を実施） 
・Ｒ ２年：訪問リハビリ増強予定  

○座談会・講演会 
○「看取り塾」の開催（2019：３回開催）  
 ・コミュニケーションスキルのトレーニング 
 ・仮想事例の看取り介護について、多職種で検討 

◆地元医療機関による在宅医療をサポート 
 ○由仁診療所が副主事医の役割を担う 
 ○由仁診療所が夜間・休日の電話・往診対応を担う 
◆施設配置医を24時間体制でサポート 
 ○施設看取りのための常時往診体制 
 ○配置医不在時の往診・看取り対応 
◆近隣４町における在宅医療の調整・斡旋 
 ○外来患者の受療動向…流出（町民の外来シェア20％程度） 
 ○由仁診療所の患者だけを対象にした在宅対応では限定的 
 ⇒ 医療福祉センターの広域化・機能拡大 
  ・現在…当該診療所の相談窓口 
        ３町の新規在宅患者のインテーク 
  ・将来…南空知医療圏南部の在宅医療と介護の相談窓口へ 
        ４町の在宅資源の把握、在宅医療の問合せ対応 
                                      など 
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２ 診療所の取組事例 Ⅲ（２病院⇒無床化と統合） 

 

 

 

 

１．香川病院の無床診療所化の経緯 
（１）無床診療所化の経過 
 ◆合併時のまちづくりプランでは、「香川病院は、高松南部地域 
 における地域医療の核となる国民健康保険診療施設として、引 
 き続き存続・開設し、救急医療や訪問診療体制等の拡充を図る 
 など診療機能の充実や各種設備等の整備を図る」と記載 
 
 ◆平成18年11月「高松市民病院あり方検討会」からの意見書 
    「今後求められる役割や機能を果たすため、高松市民病院と香 
 川病院との統合・移転」 
 
 ◆平成21年３月「高松市新病院基本構想」において、高松市民病 
 院に香川病院を移転統合の方針 
 
 ◆平成22年10月 無床化 
   退職する医師の補充・確保について、市長以下、香川大学や 
 徳島大学を度々訪問し、医師派遣を要請。また近県の大学への  
 医師の募集案内。勤務医の知人等による紹介医師への打診など 
 の取組を行ったものの医師確保できず無床化を選択。 
 
（２）診療所化に際しての対応策 
 ・移転統合により、高松市民病院の医療機能の充実や各種設備 
   等の整備を図り、香川地区を含め、地域全体の医療水準の維 
    持向上に努める。  
 ・外来：市民病院からの応援を想定。内科を除き現状をほぼ維持 
 ・入院：症状に応じ、患者等の意向も踏まえ、市民病院等へ紹介 
 ・夜間急病時：内科、小児科は「夜間急病診療所」の利用 
 
 

３．高松市おける高松市民病院、香川診療所（旧：香川町立病院）、塩江分院（旧：塩江町立病院）の再編統合    

   【１市６町による合併】  平成17年9月に高松市と塩江町、平成18年1月に牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町と合併  

２．高松市新病院整備（平成30年９月）以降の状況 
  それぞれの病院・診療所の役割を踏まえ、市立病院全体で８つ 
 の重点取組項目を掲げ、その実現に向けて取り組む。 
 
◆高松市民病院（417床⇒305床）では、救急医療やがん医療など 
  ７項目 
◆塩江分院（87床）では、地域まるごと医療の推進に向けた取組 
◆香川診療所・・・移転統合（廃止） 
 
 

３．塩江分院の取組・無床化 
  保健・医療・福祉が一体となった地域包括ケアシステムの構築に 
向けて、訪問診療や訪問看護、地域の課題を解決する地域ケア小
会議等への参加、臨床研修医受入れ等による地域医療を担う医
師の育成など、「地域まるごと医療の推進」に努める。 
 
◆塩江分院の建替え計画（Ｒ１.７現在） 
  医療制度改革や地域医療圏構想、中山間地域における医師確
保等の課題から、入院機能を無くすが、次の５項目を中心とした対
応や新病院との連携強化を図り、塩江地区唯一の医療機関として、
安定した医療をこれからも提供する。   
 
  
 

資料出所：「高松市病院事業経営健全化計画」、「塩江分院だより（ほたる通信）」から引用 
       その他コンサルによる聞き取り調査 

 ①市民病院からの医師等の配属による安心したスタッフ確保 
 ②市民病院への入院・外来受診時の搬送手段の確保 
  （患者送迎バスの運行：曜日ごとに運行ルート変更） 
 ③院内薬局の整備による調剤や服薬相談の継続 
 ④塩江地区社協の移転による医療・介護連携の継続 
 ⑤容態が安定しないときなどに一旦休憩することができる、 
   経過観察室の整備 
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２ 診療所の取組事例 Ⅳ（病院⇒有床⇒無床） 

 

 

 

 

１．東栄病院の無床診療所化の経緯 
（１）無床診療所化の経過 
 ◆「北設楽地域唯一の公立病院で地域医療の拠点病院」 
   しかし、東三河北部医療圏は、人口の減少、過疎化、少子高 
 齢化などが、県内で最も進んでいる地域の一つ。 
 
   ○医師、看護師等の確保が深刻な問題 
    ⇒ 当直体制を維持することが困難な状況 
 
   ○入院患者数が20人を割る状況で、更に減少する見込み 
       ⇒ 現看護体制は、配置基準からも極めて不効率・不経済 
        ⇒ 病院機能を維持することが困難 
 
（２）東栄町の医療の在り方の検討 
    ・東栄町医療の在り方検討委員会（Ｈ24年度） 
    ・東栄病院整備検討委員会（Ｈ26年度） 
    ・地域包括ケア推進に関する計画の一環として検討（Ｈ28～30年度） ほか 

 
  ◆病院機能は維持できないものの、高齢化が進む当該地域の  
  「かかりつけ医」的な医療機関、また、介護や在宅を公的に支え 
  る医療機関 が必要である。 
 
  ◆病院を段階的に縮小しながら無床診療所として整備し、住民 
  に安全・安心の医療を提供するとともに、介護・福祉とも連携し 
  て地域医療への貢献に努める。 
 
    ・平成28年：病床数70床 → 40床へ 
    ・平成30年：東栄病院の町直営化 
     （平成19年：公設民営化し、指定管理者制度を導入した経緯） 
    ・平成31年：病院から有床診療所へ 
    ・令和 ４年：無床診療所を整備、開所へ 

４．愛知県東栄町における 入院機能の代替措置 及び 東栄医療センター（旧東栄病院）の整備  
  【非合併団体・自治体単独での取組事例】  

２．無床診療所の設置 
（１）診療所の役割 
   住民に信頼される「かかりつけ医」として、外来機能と訪問診療 
 機能の中心的な役割を担い、必要に応じて急性期や高度医療の 
 病院への橋渡し的な診療機能を担う。さらに、介護・福祉と連携し 
 て効率的な地域包括ケアシステムを推進する。 
（２）診療所の機能 
   外来診療、へき地巡回診療（医師の派遣）、訪問診療・往診、 
 公衆衛生、巡回技術指導、診療時間内の救急医療 
（３）入院機能の代替 
 
 ◆在宅生活を支える医療・介護サービスの充実 
   ・ 医療・介護サービスの強化（在宅強化チーム） 
    訪問診療を中心にサービス提供者が連携して本人や家族を  
    支援する療養環境を整える。（看取りへの対応も含む。） 
   ・ 訪問看護サービス…休日夜間も視野に入れながら利用者 
    の不安に応えられる体制を整える。 
   ・  訪問介護サービス 
 
 ◆移送サービスの実施 
    家庭で送迎することが難しい者について、自宅と近隣の入 
   院設備の整った医療機関との間の移送支援制度度を整える。 
 
 ◆緊急ショートステイの受入体制の整備 
 
 ◆後方支援体制の強化 
     在宅療養者の病状急変時等、搬送先医療機関への円滑な 
    入院などの連携を強化 
 
 

資料出所：「東栄町医療センター（仮称）等施設整備基本構想・基本計画」、町ホームページから引用 

◆在宅生活を支える医療・介護サービスの充実 
  ・ 医療・介護サービスの強化（在宅強化チーム） 
   訪問診療を中心にサービス提供者が連携して本人や家族を  
   支援する療養環境を整える。（看取りへの対応も含む。） 
  ・ 訪問看護サービス…休日夜間も視野に入れながら利用者 
   の不安に応えられる体制を整える。 
  ・  訪問介護サービス…対応時間帯の拡充等、体制を整える。 
◆移送サービスの実施 
   家庭で送迎することが難しい人について、移送支援の仕組 
  みを検討中（２次救急病院まで40㎞程度の距離がある）。 
◆緊急ショートステイの受入体制の整備 
◆後方支援体制の強化 
    在宅療養者の病状急変時等、搬送先医療機関への円滑な 
  入院などの連携を強化する。 
◆在宅医療サポートセンターの設置 
    必要な人に対し、在宅医療と介護を一体的に提供するため、 
  医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する。 
◆医師確保 
   研修医の受け入れ態勢を整えながら、魅力を感じられる医療 
  機関を目指す。 
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２ 診療所の取組事例 Ⅴ（無床） 

○哲西診療所の保健啓発活動等の取組 
 ◆医療者が病院の外に出て活動すること    住民との信頼関係構築 
   ・ミニデイサービスや健康講座などに医師、看護師が同行し、保健師、ＮＰＯと連携して予防活動を実施 
 ◆地域包括ケア    小児期にも目を向けた取組 
   ・子育てサロンや中学生への講義など、子どもや家庭での健康づくりにも力を入れ、 
    全世代に対し地域包括ケアを実践 
   ・小中学生の怪我予防や競技力向上の助けになるよう、ＮＰＯや学校の協力の下、 
        小中学生や保護者向けに研修会を実施 
   ・地元の子供たちや若い親の世代にも診療所を身近に感じ、地域の医療に興味を 
        持ってもらえるよう 「診療所探検隊」 を実施 

 

 

 

 

５．岡山県 新見市 （旧）哲西町  【平成17年 １市４町による合併】  
                                        哲西診療所  「小さな拠点」における「保健医療を中心としたまちづくり」  

○「きらめき広場・哲西」 の整備 
  町民意識調査（平成９年）では、医療の充実を望む声が最も多く、 
その３分の２が診療所新設を要望。 
 
⇒ 「町民が一番望むものを、行政の中心に置く」という考えの下、 
  平成13年、医療（診療所、歯科診療所、保健福祉センター）・福祉、 
  教育、文化等を同一敷地内に集約した複合施設を整備。 
 
 ◆医師と行政が同居することで「町の方向性」に、随時・的確に提 
   言でき、最重要施策である地域包括医療の実践へとつながった。 
 ◆「医療も行政サービスの一環」と捉え、行政職員も医療を理解し、 
     医師も行政の仕組みを理解し、相互に協力している。 
  ◆関係するスタッフが繋がりを持ち、住民が自由に行き来すること 
   により身近できめ細かな総合的サービスの提供が可能になった。 
 
⇒ 全世代的、包括的、総合的に健康づくりに取り組み、 
 各分野で効果 
 

資料出所：公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会発行「地域医療」、「全国国保地域医療学会報告会」（哲西診療所医師）平成26年の資料から引用 

○診療所について 
  無床診療所：常勤医師３名、看護師５名、理学療法士３名 
 

  運営方針 「日常診療だけの診療所」 というイメージをくつがえす 
 
  ・かかりつけ医（町内唯一の医療機関）・・・  
                 あらゆる科の一次医療 
                 いつでも相談にのれる医療 
  ・適切な診断・・・高度医療機器を駆使（ＣＴ、電子内視鏡等） 
  ・病診連携   ・・・他院入院時、退院時、紹介状などで紹介医療 
             機関との適切な情報伝達 
     しっかりした適切な医療の展開 
 
   ・予防医学  ・・・保健啓発活動、健康教育、早期発見、健診（検 
             診）のアフターケア 
  ・出前医療  ・・・訪問診療、往診、訪問看護、在宅終末期医療、 
             特養嘱託医、ミニデイでの講話など 
     保健・福祉との連携強化（教育・文化・産業等とも） 
     地域包括ケアの中核、住民の健全な生活の支援 
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■ 診療所探検隊：毎年、健康福祉まつりにおいて、内視鏡を操作して、 
 箱の中にあるおもちゃを鉗子で取り出したり、ＣＴ室で断層写真を見な 
 がら箱の中身を当てたりするなど、子どもたちに診療所の機能や地域 
 の医療に理解を深めてもらう。 
 

⇒ 無医地町になった経験から永続的に哲西の医療が守られるように、 
 この中から医師・看護師を目指す者が現れ、いずれ地元に戻り地域の 
 医療を支えてほしいという願い。 



３ 診療所に係る調査 

 

 

 

 

国保直診（公立）診療所に係る調査結果（１）   
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（調査対象団体） 
 地方財政状況調査に基づき、国保直診診療所を有する一般市（全国３０３団体）について、九州７県のうち１５団体に対し照会。 
 うち１３団体から、２７施設について回答を受けた。（離島のみと思われる団体を除いて調査したが、調査結果には離島も含まれる。） 
 

（参考）全国の診療所数について 
    市町村立の施設数 ２，９７２施設  【内訳】有床：１５９ （１～９床：４３、 １０～１９床：１１６） 、 無床：２，８１３ 
    同上     病床数 ２，２６５床     【内訳】１～９床：２０３床、 １０～１０床：２，０６２床  

調査項目 集 計 結 果 

１ 立地  へき地：２０か所 ・ 過疎：７か所 （重複あり） 左記以外：２か所 

２ 本庁舎又は支所まで 
  の車での移動時間 

 10分以内           【７か所】 

 10分超 ～ 20分以内   【３か所】 

 20分超 ～ 30分以内   【 無  】 

 30分超 ～ 60分以内   【８か所】 

 60分超                          【９か所 （船舶利用時間含む） 】 

■ 自動車利用での最長時間 
   ○中津市槻木診療所 60分  ○中津市山移診療所 50分  ○都城市四家診療所50分 

３ 病床の有無 
■ 有床 ９か所（うち休床５か所） 
  
■ 無床18か所 

 ※休床していない有床診療所は、西米良村、諸塚村を除き、 
  離島の２か所のみ 
 

４ 診療科 内科26、小児科９、外科５、歯科・口腔外科５、整形外科２、精神科２、放射線科１、眼科１    （重複あり） 

５ 常勤医師 
■ 在 籍  20か所 （最大２名：５か所、１名：15か所） 

■ 不 在   ７か所 （常時開設：３か所、隔日開院・開院時間指定あり：４か所） 

資料 ：厚生労働省 「医療施設調査」Ｈ29＿第103表 一般診療所数 
※団体名は、公表資料には記載しない。  ※本資料の団体数には想定企業会計は含まない。 



３ 診療所に係る調査 

 

 

 

 

国保直診（公立）診療所に係る調査結果（２）   
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調査項目 集 計 結 果 

６ 一日平均患者数 
■ 入   院  最少４．８人～最多 １１．８人 ※最多…諸塚診療所   【Ｈ30末東郷病院：  ９．９人】 

■ 外   来  最少０．４人～最多１１６．４人 ※最多…福岡県福智町 【Ｈ30末東郷病院：５７．８人】 

７ 在宅医療 

■ 訪問診療 
 実施15か所、未実施12か所 
  ※実施のうち最多…佐伯市丹賀診療所76人 

■ 訪問看護 
 実施 ４か所、未実施23か所 
  ※実施のうち最多…西米良診療所、諸塚診療所 共に３人 

８ 財政状況 
  （平成30年度） 

■ 医業収支比率                       100％超は５か所のみ 

■ 実質収支 
黒字24か所。ただし、再差引収支（繰入金を除く）での黒字は２か所 
 
【参考】全国303団体では黒字296団体。ただし、再差引収支では47団体となる。 

■ 繰入金（平均）    

○有床 ９か所・・・75百万円 
○無床18か所・・・17百万円 
 
【参考】全国303団体（会計）の平均は45百万円 

■ 再差引収支  

○有床 ９か所・・・黒字     無  ・ 赤字 ９か所：平均 ▲119百万円 
○無床18か所・・・黒字２か所   ・ 赤字16か所：平均 ▲ 14百万円 
 
【参考】全国303団体（会計）のうち、赤字である256団体の平均は ▲46百万円 

■ 参考事項    
 

・福岡県朝倉市・・・無床１か所（常勤医師２人、看護師等６人） 
            繰入金の投入はなく、かつ、財政調整基金 13百万円を積み立て 
・福岡県福智町・・・有床２か所（ともに休床中）（常勤医師３人、看護師等37人） 
            医業収支比率は164％と321％、一日平均外来患者数は116.4人と63.7人。 
            収益は上がっているが、合わせて491百万円の赤字 
            前年度繰上充用金 333百万円      

※団体名及び本頁の参考事項欄は、公表資料には記載しない。 


