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別記様式（第８条関係） 

 

会 議 録 

会議の名称 日向市立東郷病院の在り方検討委員会（第１回） 

開 催 日 時   令和元年８月２６日（月） １９時００分から２０時３０分まで 

開 催 場 所   日向市庁舎４階 議員会議室 

出 席 者 

【委員】 

金丸吉昌（全国自治体病院協議会宮崎県支部副支部長、地域医療構想アドバイザー） 

古家隆（宮崎県日向保健所所長） 

千代反田晋（日向市東臼杵郡医師会会長） 

渡邊康久（日向市社会福祉協議会会長） 

三浦雅典（日向市区長公民館長連合会会長） 

新名敏文（東郷地区区公民館長会会長） 

黒木正一（公募委員） 

荒砂建一（公募委員） 

岡田基継（公募委員） 

長倉芳照（日向市地域共生・地域医療推進担当理事） 

※吉村学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座教授）委員は 

都合により欠席 

 

【事務局】 

柏田武弘（健康福祉部長）、石谷英俊（東郷病院事務局長）、糸平和紀（東郷病院

事務局長補佐）、野別秀二（高齢者あんしん課長）、鍋島浩一（高齢者あんしん課

医療介護連携推進室長補佐）、山内徳靖（高齢者あんしん課医療介護連携推進室長

補佐） 

議 題 会議資料「会次第」のとおり 

会議資料の 

名称及び内容 

１ 会次第 

「日向市立東郷病院の在り方検討委員会」委員名簿、同検討体制及び同設置要綱 

２ 資料１  日向市立東郷病院の在り方検討委員会 

３ 資料２  東郷病院の在り方の検討スケジュール 

 

記 録 方 法  □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 
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会議内容 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 ・・・・・・・・・ 委員を代表し、岡田委員へ市長から委嘱状を交付。 

３ 市長あいさつ 

４ 委員及び事務局紹介 

５ 委員長、副委員長の選任 ・・・ 委員長：渡邊委員、副委員長：金丸委員 

６ 事務局説明 

（１）検討の趣旨・目的について 

（２）東郷病院の現状について 

   （１）、（２）について、一括して事務局から説明。質疑、意見等は次のとおり 

 

（委員）日向市全体と東郷地域の面積・位置図があると分かり易くなる。次回準備してほしい。 

資料７頁の住民等の意見に「住民は入院のできる診療体制を望んでいる。それと異な

る検討結果となった場合どの様な対策をとるのか」という質問がある。 

実際に平成 28年から２年８か月間、入院がなかった期間がある。その経験の中で、どの

ような動きだったか、わかる範囲で次回お示しいただきたい。 

 

（事務局）準備する。 

 

（委員） ７頁の「施設・設備の老朽化対策」だが、最新の病院を新築した場合にどの程度コス

トが掛かるのか。また病院の規模としてどの辺りまでを事務局の方が検討されているの

かということをお知らせいただきたい。 

（事務局）コストは概算になるが準備したい。 

 

（委員） 建物維持費、機械類などのデータも、今度出していただきたい。 

 

（３）制度改正の状況について 

事務局から地域医療構想と公立病院改革について説明。質疑、意見等は次のとおり 

 

（委員） 地域医療構想は、平成 27 年から始まり、高度急性期・急性期・回復期・慢性期それ

ぞれに病床数の必要量が早い段階から示されているが、医療機関・先生方も対応に苦労

している状況である。 

 

（委員） 病床数の必要量（2017 年度と 2025 年度との比較）について、人口減少を示した表を

見ると 10 年間で人口が８％ぐらい減るのと比べ、病床数は 1,139 床から 746 床と大き

く下がっているが、なぜ下げたのか。あえて少なく考えたのか。 
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（委員） 病床数の必要量は、将来の人口や現在の診療状況などから国の示した計算式で機械的

に算出されるもので、単純に人口だけを減らした数字ではない。 

地域医療構想では慢性期病床のかなりの部分を在宅医療や福祉で対応しようということ

になっている。 

 

（委員） １番大きい理由は、在宅医療へという部分で、それが上手くいっている地域の状況が

加味されている。 

在宅医療をどうするのかが非常に重要になってくるため、「地域医療構想調整会議」

でもそのような話をすることになるかと思う。 

まだ、医師の確保が非常に厳しいという話があり、現在、外来診療をされている先生

方も外来患者の診療で手一杯で、訪問診療を充実することが厳しいという状況があるの

で、もう少し在宅医療の体制を整備していかなければならないと感じている。 

 

（委員） 今でた在宅に関する部分と、もう一つは、病床数の必要量というのは、実際に管内の

医療需要の中身が保険診療の点数区分に分けたときにどう推移するかも加味されてい

る理論的な推計値になっている。 

あくまでも推計なので、これを参酌しながら各地域で各医療機関が目指す方向や役割

に基づいて診療を提供するとともに、経営のバランスも取って安定した医療提供体制の

構築に向かうためのものだとされている。 

 

（委員） この制度が出来た当初、現場は非常に戸惑った。高度急性期の病床は、2017年は 

0床となっており、どう判断していいかわからなかったが、2025年には 36床ということ

で日向市の現状からは妥当な数字であると推測している。 

     急性期の病床の患者の中には、すぐ慢性期に移行する患者もいるので、一概に急性期

の病床には急性期の患者だけいるのではないことを理解いただきたい。 

 

（委員） 11頁の「地域医療構想の実現に向けたこれまでの取組」に「山間へき地、民間医療機

関の立地が困難な過疎地域等における一般医療の提供」という項目があるが、この「過

疎地域」という考え方を出来るだけ取り入れて、前向きな検討委員会にしていただきた

い。 

 

（委員） 東郷地域の実情は若い人が少なく、高齢者が多いことから病気の質も異なると思われ

る。また、最期をどこで迎えるかが一番関心のあるところである。 

地域の高齢者によれば、例えば「東郷病院で今まで診てもらっていたが市内の医療機

関を紹介された。自分で車の運転ができるが、80歳を超えているので、長距離は通えな

い。」、「国民健康保険税や介護保険料も納めているが、サービスが受けられない。」

と心情を訴えていた。 

高齢者は、医療だけでなく、介護や健康診断、特定健診、健康づくり、社会福祉協議

会で行う訪問のサービスなど、医療だけでなく、いろんなサービスを受ける立場にある。
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もちろんその一番は東郷病院だが、合併前にできた「保健福祉総合センター」は、まさ

に医療、保健、福祉、介護等のサービスを一体的に行うという趣旨で作られた。しかし

合併後は兼務職員が配置され、現在は地域包括支援センター、訪問看護の職員がいるも

のの、本来の目的・機能が発揮されてないのではないか。 

地域にいる高齢者は、病気もさることながら、介護保険や福祉とかいうことも関心が

高いので、総合福祉センターの機能をもっと充実していただいて、東郷町域におけるサ

ービスを中心的に担っていただければ大変ありがたい。 

その中で、病院としてかかわるのは大事なことであるので、訪問診療や在宅での看取

りのとか、慢性化した場合には療養型病床群に移るという話も聞いたことがあるが、東

郷地域住民の実情に応じた改革をお願いする。 

 

（委員） 「入院施設がなければ、それと異なった検討結果はどうなるのか」という質問（資料

７頁）もある。 

その様なことも含め、医療・福祉、国が進めている訪問看護を中心にやっていくとか、

後での課題となっていると思う。 

 

（４）検討の内容、手順等について 

事務局から説明。質疑、意見等は次のとおり 

 

（委員） 次回からの問題となると思うが、突き詰めると病院の経営問題と医師の確保とかが中

心になるのではないか。 

 

（委員） 市が東郷病院をどの様な方向で考えているのか、委員には、いつ伝達されるのか。 

市の構想によらず、医療体制、介護体制や訪問医療などの議論を行う中で委員が考える

のか。 

老老介護、ひとり暮らしが多い東郷町ということを考えているが、10年間時計が止ま

ったような状態であると認識している。 

経営的に赤字であるが、例えばサンパーク温泉も毎年赤字、文化交流センターも赤字。 

命と福祉行政をどう比較されるのか。東郷病院の価値観がどうあるのか、行政側から説

明があると次回から内容が深くなると思うが、如何か。 

 

（事務局）会次第の２頁（検討体制）のとおり、本検討委員会等を踏まえて、最終的に市で決定

する。意見については、現在行っている委託調査のデータを見ながら、庁内会議などで

議論をしていく。 

 

７ 意見交換 

前項目の質疑から、そのまま意見交換を行う。意見等は次のとおり 

 

（委員） 市がどう考えているのかが重要だという話があったが、我々一人ひとりが、東郷病院



5／8 

の在り方について率直な意見を出し合って東郷町民にとって１番いい方法、日向市にと

って１番いい方法を考え、市民として東郷病院がどうあるべきかという姿を提示し、市

の考えと乖離があれば、それをどう持ってくるのかこの在り方(検討委員会)の役割であ

ると考える。 

 

（委員） 平成 28 年に「市立東郷病院改革プラン検討委員会」が設置されたが、中途半端なま

まになっている。この検討委員会が、いい終結を迎えられたらと思う。 

 

（委員） 新改革プラン（平成 29 年 3 月策定）を一応読ませていただいた。厳しい言い方であ

るが、収支計画の考え方は民間企業の感覚からすると絵に描いた餅にしか思えず、改革

の趣旨から検討委員会は間違っていたようにしか思えない。 

この計画は実行されているのか。当時は民間が入っていなかったのか。 

今回、民間委員がいるので絵に描いた餅にならないようにしていきたい。 

 

（委員） 「東郷病院を存続させるにはどうしたらいいか」「経済的なこと」「市が思っている

こと」など、色々な意見があるが、今後の委員会で、少しずつ、煮詰めていけばよい。 

次回以降は、例えば、外来だけのときの予算や収支、入院診療を行ったらこうなると

いうデータが出てくるのか。 

 

（事務局）委託調査の関係で、第２回会議では中間報告としてのデータ提供となる。 

 

（委員） 東郷地域住民としては 30 床にはこだわらず、19 床という選択肢も念頭にあるので、

そのことも含めて検討をしていただくといい。 

 

（委員） 病床 19 床までを診療所といい、有床診療所と無床診療所に分かれる。また、20 床以

上を病院という。 

19床以下であれば医師の数は１人、２人でもいいが、20床以上になると最低３人が必要

で、さらに外来患者数、入院患者数で医師の数や看護師の数が決まってくる。 

 

（委員） 医師３人が必要と認識していたが、19床以下であれば３人体制は要らないのか。 

 

（委員） 月曜日から金曜日までの日勤だけであればそれで回るかもしれないが、夜間、休日の

診療を行うとなると３人では到底。看護師も不足で市内の病院、診療所は看護師不足で

ベッド規制がかかっており、また、地域医療構想で２０２５年における病床数の必要量

も示されている。 

 

（委員） 次回以降の方向性については、資料 14 ページの「今後の検討について」に記載され

ているとおり、「他の医療機関あるいは他の地域との適切な連携と役割分担の下で、持

続可能な医療提供体制を構築する視点を持って、在り方を」、これに集約されるのでは
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ないか。その中で、人口が減っていくとか高齢化だとか、医療のニーズだけでなく、総

合福祉的なニーズが当然入ってくる。 

そうしたことを話しながら、医療制度改革を捉えていって、医師の偏在、若い医師の

キャリア形成支援、そして一番カギを握るのが(医師の)働き方改革だと思う。 

そうした中で冒頭の視点を柱にしながら、３番目(の項目)にある必要な安定的な医療

の提供がどうできるか、データを照らしながら議論を進めていけるとよい。 

 

 

（委員） 東郷地区の問題を考えるとき、人口だけ見れば美々津地区も同じような感じである。 

美々津地区では三股病院が東郷病院の役割を担っているのではないかと思う。 

あちらは私立になるので、どこまでわかるかわからないが、三股病院の実態も分かれ

ばよいのかと。 

東郷地区だけを手厚く、良くした場合、今度は美々津地区からの要望もあり得るので

はないか。 

平等性・公平性を保つためにも、データを基に入院患者が少ない東郷地区においても、

これだけは必要だということを示すことも必要ではないか。 

併せて日向市以外における類似ケースのデータも出していただきたい。 

 

（委員） 例えば、中核病院、千代田病院や日向病院、県病院などに搬送をするための救急車の

配備とその運営方法も検討していただきたい。 

ベッドの数は減少しても救急車で搬送できるということになれば、地域住民も安心す

るのではないか。色んな形で議論をしていただくといい。 

 

（委員） 委員それぞれの考えがあると思うが、自分の身に置き換えて患者家族、地域の高齢者、

そういった方達のことを考えていただきたい。それを一点お願いしたい。 

 

８ その他 

（１）今後のスケジュールについて 

（２）次回会議 日程・内容 

   （１）について、資料２に基づき事務局から説明 

（２）について、事務局から説明。 

・開催時刻について質疑あり ［省略］ 

・その他、資料の一部訂 

資料１、１ページ「２.東郷病院の概要（１）施設及び業務概要」中、在籍医師 非

常勤の項目について、入院診療等休止以前の状況で記載していたものを、８月 10日以

降の状況に追記・訂正。 

訂正後   「非常勤 外科１人（心エコー診療～月１回半日）」 
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（委員） 今の宮崎県の医師の状況について、昨日（８月 25日）の新聞記事にもあったとおり、

県北、特に日向は厳しい状況がある。 

「地域枠」の宮大卒業生について、法的な制約が無いため、県外で臨床研修を受ける人

もいる。研修とは言え、帰ってくることは期待し難いため、宮大卒業生が県外に出てい

くということは、本県の地域医療にとって厳しいということになる。 

一方、今年は宮崎県で臨床研修を受ける医師が 57 名である。57 名は多いと思うかも

知れないが、卒業したばかりなので実技はこれからということになる。 

 

            宮崎日日新聞（2019年 8 月 15日）から引用 

              「県内の病院で働くことを前提として『地域枠』『地域特別枠』で宮崎大学医学部入学し、今春まで

に医師になった 105人のうち４分の１に当たる 26人が県外に流出」 

 

日向市民の方も、救急車を呼べば、どこかの病院で受け入れてもらえるという認識は

大きな間違いで、千代田病院、日向病院、和田病院が頑張っているものの、患者が一人

なら良いが、続けて救急搬送があったら手が回らない。 

医者が何人もいて対応できるならば良いが経営者としては大変ではないか。 

延岡の県病院が２次医療圏にとって最後の砦であるが、県病院も医師不足のため、次々

と救急受入れが可能というわけではない。 

診療科によっては、非常勤医師が定期的に来てくれている科もあるが県北医療は厳し

い状況が続いている。 

これは東郷病院とは直接関係がない話かも知れないが、日向の現状である。 

 

（委員） 研修医が県外に行くというのは、宮崎大学の医学部や県病院などの機械・設備では満

足しないということか。 

 

（委員） 設備などの問題ではない。東郷病院の建物が古いからとか、設備が無いからとか（資

料に、医師が定着しないという市民の意見が）記載されているが、その様なことはない。 

千代田病院や日向病院などは建物も素晴らしいし、設備も医療器具もどこにも負けな

いくらいの素晴らしいものが入っている。それでもなかなかというのが現状である。 

宮崎県の医師偏在指標は、32 番目・下から 15 番目で、人口の比率にすると医師が少

ない現状である。 

 

（委員） 制度が大きく変わってきた影響は、宮崎県に限らず全国的な話である。 

１つは、新専門医制度に関して、どこに住んでいても専門医に診てもらいたいと思う

ことは国民の大きなニーズであり、若い医師が１日も早く専門医としてそれに応えたい

と考えることもニーズである。 

この様なことからも、この制度が明確化されて、卒業後の２年間の臨床研修医、その

後３年から５年の間での専門医のコースが去年から始まっており、少なくとも卒業後６

年程度の研修期間がどうしても必要になる。 
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２つ目に、地域枠の関連として医師のキャリア支援が変わってきたことが挙げられる。 

若い医師がキャリアを積むことをしっかりと後押しするため、国の要請を受けて県もキ

ャリア支援計画の策定作業に入っている。併せて医師確保計画の策定も進められている。 

 

また、男性医師も女性医師も、子育てをしていても、すべての医師がしっかりと役割

を果たせるような環境整備、就労環境の構築も求められてくる。 

 

３つ目は、働き方改革に関して、表現が難しいが、今まで医師がたくさんの時間外労

働をすることによって、何とか地域に必要な医療を提供することができていた。 

例えば、２人の医師で病院を運営するとすれば、365 日のうち半分は当直しなければ

ならず、医師の日常生活、社会生活を考えると大変厳しい状況が実際にある。これは、

あるべき姿ではないのではないか。 

働き方改革が起こった背景には、過剰な時間外労働や勤務の中で手術や救急などの厳

しい診療現場に対応し、即時の判断が求められる一方で、全国的にも不幸な事案が発生

してきたこともある。 

その様な中で、できるだけ医師の就労環境、適切な時間外労働を提示するとともに、

医療の安全、医療の質も担保しなければならない。 

制度に沿いながら、各医療機関が、それぞれの地域の医療提供体制を構築していくと

いうことが期待されている。 

 

以上のことを踏まえて、地域医療構想とは、大事な地域の医療、介護、健康づくり、

そういった体制を持続可能な方向で構築していくという１つの目安である。 

関係者がしっかりと現実を踏まえながら、医師だけでなく住民も我がこととして考え、

これから在るべき姿、若しくは在ることが期待できる姿を作り上げなければならない。

このことを住民も実感しなければ、これからの医療や福祉は立ち行かなくなる。 

 

この様な中にあって、公的医療機関に対しては、更に踏み込んで、役割の明確化や方

向性を定めた取組が求められている。これが地域医療構想の姿である。 

よって、東郷病院の今後の在り方についても、先述したように、持続可能性や他の医

療機関等との連携などを念頭に置いて、それが 100％満足かというと難しいところが勿

論あるが、やむを得ないということまで、あるいは苦渋の決断というところまで含めて、

皆が議論をしていかなければならない。 

 

（委員） 色々なことを組み合わせて医療行政を支援するということですね。 

 

（委員） そのとおり。その様な意味でも、住民も我がこととして考えて健康づくりに取り組ん

でいる。また 100歳体操や検診などに行政が積極的に介入している。 

しっかりと特定健診を受け、その指導があれば指導も受ける。がん検診もしっかり受
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けて早期発見に繋げるなどといった形での参加も期待されている。 

この様な医療の環境について、多くの皆さんが理解し、身近に感じていただくという

ことも、私たちの役割としても必要な部分である。 

 

 

 

 

「第１回 日向市立東郷病院の在り方検討委員会」を終了 

 

 


