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東栄町医療のあり方検討委員会

発 表 者 丹羽 治男 （愛知県：東栄町国民健康保険東栄病院）

この結果から定期的な交流と傾聴などにより、

自己肯定感が高まり、活動的になるなど生活意

欲が向上したことが分かります。この生活意欲

は介護予防においてはとても重要だと言われて

おります。
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【まとめ】当事業が生活に必要な情報の提供、助

言、医療や介護、福祉の支援につながる機会と

なり、それにより生活不安の解消、意欲の向上

につながることを確認できました。今後もタイ

ミングを逃すことなく関わり、本人が「認めら

れた」「やれた」という達成感を得て、生活意欲

が維持向上できるよう事業を継続充実させてい

きたいと思います。
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【１．背景】高齢化、急速な人口減少、医療従事者

の枯渇、病院の老朽化、病院経営の不安定性な

ど今後の医療の方向性を検討する場の設定を長

らく町にお願いしてきた。平成２４年７月より「東

栄町の医療あり方検討委員会」を開催すること

ができた。

【２．委員の構成】医療関係者、介護関係者、区長、

議員（文教福祉委員会）、各種団体長、行政関係
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者などから２６名を委員とし、２名の福祉課職員

が参加した。また希望者は随時オブザーバーと

して参加可能とした。第１回に委員長として丹

羽（東栄病院院長）が互選により選出された。

【３．委員会討議】�第１回（７月１１日）会の進め
方、会長選出、オリエンテーション、委員長の

選出が行われた。委員長によりこの委員会が立

ち上げられた経緯の説明がなされ、今後の予定

について話し合われた。
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�第２回（７月２６日）勉強会１
今後の医療について考えるために必要な情報

を勉強することとした。

・東栄病院の歴史（会長）

・診療所からみた地域医療（つぐ診療所 高

木診療所長）

・東栄病院の仕事（病院事務長）

・医師の仕事ぶり（会長）

�第３回（８月９日）勉強会２
・東栄病院の経営状況（病院事務長）

・東栄病院の課題（病院事務長）

・最近のトピックス（会長）
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�第４回（８月２３日）勉強会３
・地域の現状について（企画課 夏目課長補

佐）

・介護保険について（福祉課金田介護係長）

・先進事例の報告（会長）

一関市国保藤沢病院（多機能発展形）２００９．

６月

南部町国保名川病院（現状維持）２０１２．２

月

郡上市国保和良診療所（有床診療所＋老

健）２０１０．２月
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�第５回（９月１２日）勉強会４
・新城市民病院の近況について（新城市民病

院 榛葉総合診療科部長）

・近隣病院の状況について（病院事務長）

・これからの医療について（会長）

しくみ、規模、場所、経営形態の案
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�第６回（９月２７日） GW１ 自分らしい

最期の迎え方、我が家の将来、地域の将来

第６回からはいよいよ議論がはじまった。議

論はグループワーク形式とした。第６回では、

「自分らしい最期の迎え方、我が家の将来と地

域の将来」について話し合われた。

地域や家の将来を見据え、目指す医療のビジョ

ンを作り上げることを目標とした。しかし「自

分の家で子供が後を継ぐのは難しい」、「地域は

このまま衰退していく」といった意見が多くみ

られたが、自分達でその結末をどうにかする方

向とは結びつかず、どこかから誰か来て何とか

してもらう必要があるといった意見が主流で

あった。

�第７回（１０月１１日）GW２ 医療のしくみ

医療のしくみについてグループワークを行っ

た。特に周辺医療機関との連携と役割分担につ

いて話し合われた。これまで行っていたことは

できるだけ継続し、手に負えないものは３次医

療機関である豊橋市民病院への連携を希望し

た。

�視察
１０月１８日地域包括ケアセンターいぶき（無床

診療所＋老健）、１１月７日実質無床診療所化と

なった高野山総合診療所（実質無床診療所化）

の視察を行った。
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�第８回（１１月１５日）GW３ 人材確保につ

いて

視察の報告を行った。その後、人材確保につ

いてのグループワークを行った。あらゆる方策

を検討し、可能なものから実施することとした。

医師以外の医療従事者も県から派遣できないか

という意見も出た。

第９回以降さらに検討を進めるために、A案

（会長案）、B案（それまでの主だった意見）を

提示した。

�第９回（１２月６日）GW４ しくみ、規模

（その１）

しくみ、規模、場所、経営形態についてのグ

ループワークを行った。話し合いはなかなか進

まず、しくみ、規模が主に話し合われた。主だっ

た意見は、「できるだけ今のサービスを維持し

て欲しい」というものだった。

�第１０回（１月１７日）GW５ しくみ、規模

（その２）事業の選択

現在の事業を点数化することによって、事業

の選択と集中の検討をお願いした。しかしそれ

でもいずれの事業も少しずつ仕事を減らして継

続していくといった案がすべてのグループから

提案された。ここまで来てなお「医療のことは

難しくてわからない」、「町や病院で考えて欲し

い」という意見が見られた。

�第１１回（１月３１日）GW６ 場所

場所について話し合いを行った。当初会長か

らは「自分がよいと思う」地区毎にグループを

作り、その中でその地区の良い点を挙げていく

ことを提案した。しかし場所についての意思表

明をすることに難色を示す委員が半数近くあ

り、結局もとのグループでのグループワークと

なった。候補となる地区を挙げて、その地区の

よいところを挙げた。この委員会での意見の統

一のための議論は困難が予想されるため行わな

かった。

�第１２回（２月２８日）報告書の取りまとめ
これまでの結果を議論の結果を元に取りまと

めた報告書案について検討を行った。連携につ

いては北設を中心に新城との連携を深める、規

模はできる限り現状を維持していく、場所は未

定、経営形態は今後の課題とした。できた報告

書に対し「我々が検討したのはたったこれだけ

か？」という意見もあった。
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【４．考察】「できる限りこのまま、ダメならしょう

がない」案は、冷静に考えれば最も人的にも経

営的にも非効率的であり、それすら人のやりく

りがつかなければ継続困難と考えられた。

地域を、家を将来につなげていく、このことを
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この地域の最上位の課題と考え、そのために医

療は何ができるのか、どんな医療が必要かを導

きだせると考えたが、将来をあきらめ、ビジョ

ンを共有できない状態では、変化への不安が先

に立ち、身動きが取れなくなってしまっている。

東栄病院からは何を提案していったらよいのだ

ろうか？病院の中も目標が共有できているとは

とても言い難い。自分ないしは自分の部署のこ

としか目に入らず、視野狭窄としか言いようの

ない見解もある。個人の権利を認め合うことで、

共同体の将来を不安定にすらしている。

この状況に類似した状態は最近多く見かけ

る。認知症のマネジメント、ターミナルケア、

市町村合併後の地域計画策定、TPP参加問題な

どが挙げられる。今のままでは通らない。見通

しと目標を共有した上で優先順位づけと選択を

行う。守り抜く覚悟と失う覚悟が求められる。

そしてかかわるものが「自分が何をするか、ど

う貢献するか」を考えなければならない。
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【５．結語】今回の委員会では何の制約もない中、

この地域を取り巻く現状をできるだけ勉強した

上で、東栄町の医療の目指す方向性を検討する

場であった。「今のままでは」通らないことは十

分承知できたと考えられる。今後は現実的な制

約の中で覚悟を決めて自分達でできることを選

択、実行していくための話し合いの場を設定し

ていく必要があると考えられた。
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