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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５回） 

開 催 日 時   令和２年３月 19日（木） 19時 00分から 21時 00分まで 

開 催 場 所   日向市庁舎４階 委員会室 

出 席 者 

 

【委 員 長】 

渡邊康久（日向市社会福祉協議会会長） 

【福委員長】 

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） 

【委  員】 

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） 

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】 

柏田武浩（健康福祉部長）、石谷英俊（東郷病院事務局長）、酒井やつ子（東郷病院

看護師長）、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 

２ 資料１  第４回在り方検討委員会の振り返り 

３ 資料２  日向市立東郷病院の在り方検討委員会 報告書（案） 

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 議事 

（１）資料説明（別紙資料） 

①資料１  第４回在り方検討委員会の振り返り 

②資料２  日向市立東郷病院の在り方検討委員会 報告書（案） 

（２）質疑・意見交換 

 

まず、事務局が（１）①について説明。質疑や意見の内容については次のとおり。 

 

（委員） 資料６ページ材料費の割合について、事例の診療所との違いが大きい理由は何か。 

 

（事務局） 材料費の割合は、患者数に比例するため、患者数が少なくなれば薬品やガーゼなど

の診療材料も少なくなる傾向がある。 

 

（委員） 患者数の 54 人でほとんど変わらないことから、ＣＴ等の機械の有無が関係するので

はないかと思うが、如何か。 

 

（事務局） 例えば、検査に関して院内で検査をする機会が少ないと外注割合が大きくなり、委

託費等、別の経費が増える。 

 

（委員） 現在、東郷病院の設備はレントゲンぐらいしか無いため、事例との違いが生じている

のではないか。これから無床診療所を目指すときに、事例と同じ様な職員体制になると

思うが、当該診療所がどの様な設備を持って診療を行っているかが参考になるので、改

めての調査も必要ではないかと思う。 

東郷病院の今後の在り方について、赤字経営を継続させないためにも設備投資が必要

だと考える。 

 

（委員） 今の関連で、材料費は、医薬品や診療材料をまとめて計上しているだけだと思う。 

画像は入らないのではないか。 

 

（委員） 例えば、材料費の多寡は、診療科の違い、また、医師がどういう処置をするかによっ

ても違ってくると思う。 

 先程ＣＴの話があったが、病院経営の点から言うとＣＴは大変高価なものである。億

近い経費が必要でさらに維持費も掛かる。病院や機種にもよるが、年間１千万円から２

千万円くらいのメンテナンス料をおそらく支払うことになる。 

    また、耐用年数からも 10 年くらい経つと交換しなければならない。例えば、１億円

のＣＴを導入すると、10年の間にメンテナンス料等を入れて２基導入した場合と同じ経

費が掛かる。 



 

3／7 

おおよそ何件くらいの診断をすれば採算が取れるかというと、2,000 件は超えなけれ

ば多分収支が合わないだろうと思う。ＣＴを１基導入して、１人の検査技師の給与が出

るか出ないかということを聞いたことがある。 

    そして、読影医療が必要で、専門医師がいなければ、これも委託料が掛かってしまう

ので、経営面からもＣＴ導入は難しい判断が必要ではないかと考える。 

 

事務局が（１）②「日向市立東郷病院の在り方検討委員会報告書（案）」について説明。 

１．東郷病院の現況とそれを取り巻く環境（１ページから８ページまで） 

２．今後想定される運営形態（10ページから 12ページまで） 

３．東郷病院の在り方に関する報告（13ページから 18ページまで） 

質疑や意見の内容については次のとおり。 

 

（委員） 東郷病院は、これまで災害拠点病院という位置付けがされていたと思うが、今回は災

害拠点病院という言葉が出てこない。災害との関係性はどの様になるのか。 

 

（事務局） 第２回資料のとおり、南海トラフ地震の被害想定で考えると、市内の災害拠点病院

等も被災する。しかし、入院が必要になると考えられる患者が 2800 人ほど発生すると想

定される中で、東郷病院は 30床であって、既に入院している者もいる状況が考えられる。 

県によるＤＭＡＴ訓練の想定では、これらの患者は、市外、医療圏域外、さらに県外へ

搬送することとなっている。 

東郷病院の役割としては、東郷地域での対応や市中心部への応援が考えられるところで

あるが、医療機関自体を災害拠点病院に位置付ける整理は難しいと考えられる。 

 

（委員） 東郷病院については、近くの東郷グラウンドにヘリコプターが降りられる。 

また、隣に体育館もあるということで、臨時的な救護活動・救援活動が出来るという

ことから、これまで災害拠点病院という位置付けがなされていたと理解している。 

しかし、そこには触れず、市外に全部患者を出すという判断でいいのか。南海トラフ

地震は日向市だけでなく宮崎県全体に関係はある。その様なことを防災所管課と連携を

取りながら検討しているのか。 

施設設備の整備についての考え方として、耐用年数が経過し、耐震化がされていない

東郷病院の建替えは災害時の拠点としても早急に必要であるという文言が報告書に出て

こなければならないのではないか。 

 

（委員） これは、以前の議論に出てきたことであるが、災害拠点という概念ではなくて、災害

に対する適切な対応という考え方になるのではないか。 

委員が言われるように、災害時においては東郷グラウンドに臨時的な仮設病床を設置

し、そこにＤＭＡＴを含めた医師が駆けつけて対応するといった、患者数全体をどうす

るかという問題、議論があったと思う。 

東郷病院には２人の医師がいて診療所との必要な設備があり、普段は他の医療機関と

の連携の下でかかりつけ医療機関としての役割を担う。そして、いざ災害対応のときに
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はグラウンドが近接していることからも、そこで対応する力を持つ。 

つまり、災害に対応する施設ということではなくて、対応できる医療機関として明確

に位置付けができていれば趣旨に沿っているのではないか。 

 

（委員） 東郷病院は、築 46 年が経過して老朽化が進んでおり、耐震性がないことから、先ず

は耐震性のある施設を整備し、医師や看護師が救援活動の要請があった場合には対応で

きるということであると思うが、報告書（案）の②「施設設備の整備」の文言が弱いと

いうことをお伝えしたい。 

 

（委員） 同じように理解していると思うが、耐震性も含めた無床診療所を総合施設として整備

するということであると思う。 

 

（委員） ８ページの医業費用について、類似病院の対医業収益給与比率と東郷病院のそれが比

較して記載されているが、ここは数字から見ると対医業収益ではなくて、事業費に対す

るものなので書き方を変えた方が分かりやすいと思う。 

 

（事務局） 確認の上、修正する。 

 

（委員） 東郷病院の在り方について、無床診療所に移行するという意見統一の段階にある。 

前回、事例が示された哲西町などでは事業管理者が設置されている。これまでの議論

では、事業療管理者のことには触れられてこなかった。 

市立の医療機関であるから施設整備は設置者である市長の責任で行われ、診療は病院

長、診療所長が対応すると思う。意見として適切かどうか分からないが、事業管理者の

設置が必要ではないか。事業管理者は事務長のことなのかどうか。 

理由として、病院や診療所の場合、持続可能な医療体制づくりと経営の安定というこ

とで、その経営の責任者としての役割が必要である。 

また、日向市東郷町保健福祉総合センター条例にあるように、健康づくり事業、訪問

介護事業、在宅介護支援事業、保健医療及び福祉が連携した総合的な地域包括システム

の構築に関する事業を実践していく必要がある。 

また、日向入郷地域における医療の連携が期待されているが、東郷病院が新しい役割

を担うということになれば、そこにしっかりとした権限と責任を持った事業管理者を置

いていただきたいと考えている。 

 

（事務局） 医療機関の経営の在り方については、事業管理者の設置のほか、企業会計の一部適

用や全部適用、更には公設民営方式など様々な方法があるが、今回、本検討委員会では、

東郷病院を今後どの様な医療機関にするべきかという検討をお願いした。 

報告書（案）には、経営計画等の策定や評価検証の実施について言及しているが、実

際の経営改善の取組には様々な選択肢がある。検討課題の１つではあるが、今回は踏み

込んでいない。 
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（委員） 委員が言われたように私自身も長年その様な立場で関わってきたところであるが、こ

のことは本委員会報告を基に市が最終的に判断した後の運営における鍵になると思う。 

地域にとってより良い形で医療機関を運営し、報告書（案）の内容を実施していくた

めには、その様な位置付けの者を置くことが検討されることは望ましいのではないかと

思う。 

その他、10番目の項目「市民への期待」について、これまでも意見が出た部分で、国

の医療制度改革の中でも議論されている。まとめとして適切である。 

 

（委員） 私もＣＴがあった方がいいと思っていたが、ＣＴを導入するとメンテナス料が年間

1,000 万円から 2,000 万円、検査技師と合わせると少なくとも 1,500 万円程度の経費が

掛かるということになるのか。 

 

（委員） 資料を持ち合わせていないが、例えば年間 2,000件の検査を行うと検査料は 3,000万

円程度になる。また、管球など装置のメンテナスや諸々の修理が必要なので、年間 2,000

万円くらいの維持費は掛かることになる。 

そうすると、2,000 件検査を行っても１人の技師の給与が出るか出ないかということ

になる。多分、実際の数字としては大きくは違っていないと思う。 

よく言われることであるが、耐用年数が来て更新する際に必要な経費は、結局２台導入

したのと同じくらい経費が掛かっているということを聞く。 

 

（委員） 繰り返しになるが、ＣＴを持つためは機器の他に読影や放射線科医による診断に必要

な経費も必要となる。それだけの維持費が必要であるが、人口が少ないところでは検査

は僅かな件数しかない。 

東郷病院と市中心部の医療機関とは適切な距離感であるので、救急車の利用や予約を

取って検査に行くなど共同利用でよいのではと思う。 

前回も話をしたが、超音波診断装置（エコー）は技術の発展が目覚ましい。聴診器代

わりとはまでは言わないが、先生方はあらゆる分野で超音波を駆使している。 

例えば、骨折の細かいところを見たり、内部組織を見たり、日常の外来でよく使われて

いて有能な機器の１つとして不可欠だろう思っている。 

したがって、ＣＴは東郷病院に必須な機器ではないと思うが、最新の超音波診断装置は

必須だと考える。 

 

（委員） 今日が最後の会議であるが、報告書（案）の 18 ページにあるように様々な意見があ

ったことを是非記載していただきたい。 

また、これまでの病院運営の反省を踏まえ、やはり首長と医師とのコミュニケーショ

ンが必要である。定期的に意見交換を行うなどすれば、いい先生が来てもすぐ辞めてし

まうということが繰り返されないのではないかと思う。 

 

（委員） 委員が言われるとおりだと思う。公の医療機関において、その運営について首長と医

師が一緒に議論していくことは大切なことだと思う。 



 

6／7 

（委員） 市議会で、東郷病院の今後の在り方についてアンケートが行われたが、結果はどうか。

本検討委員会には市民代表が４人いるが、やはり日向市民がどのように考えているかと

いうのは重要なことであると考える。 

他の委員は、医療現場にいる医師や専門家で、在り方は専門的な意見を基に決められ

ることかも知れないが、せっかくアンケートを行ったのであるから、数字上でも、その

結果を反映させるべきではないかと考えている。 

 

（事務局） 議会アンケートの結果について、３月に入って２回ほど協議が行われたと聞いた。 

データの集計は終わっていると思うが、市に対してどの様な内容の要望や提言が行われ

るのか、その内容は把握していない。 

 

（委員） 良質で持続可能な医療機関という方向でまとめることは、大変素晴らしいことである

し、また当然のことである。 

しかし、無床診療所に移行しても年間１億３千万円の赤字が生じるということについ

て、それが良質で持続可能であると言えるかどうかは問題だと思う。 

診療所として何を成すのか、収支はどうか、また在宅医療の取組等どのような形で地

元の人達に貢献ができているかなどを単年度ごとに見える形で評価して、そして色々な

意見を聞きながら、いい方向に持って行くための協議の場が設けられるといいと考える。 

 

（委員） 我々東郷町民は、安定的・持続的ということを願うところである。 

東郷地域で民間の医療機関が今後も存続するかどうかを踏まえると、責任のある医療を

持続的に提供していく役割は東郷病院にあると思う。 

財源が増々厳しくなる中にあっては、拠点となる病院を大事にしながら、東郷病院が

連携していくということを市民全体に説明する必要がある。そのことを東郷地域の人た

ちは特に考えなければならないことである。 

市は、拠点病院をしっかりと支援していくということを市民に説明し、安心させてほ

しいと考える。強い病院を作っていただきたいと願っている。 

 

（委員） 日向全体で、しっかりと救急に対応していくということや必要な人と財源を投入する

ことによって医療提供体制を盤石にしていくということ、それを市民が理解を深めていく

必要があるということ。そして東郷病院は地域包括ケアと暮らしに直結する医療、つまり、

かかりつけ医療機関としての役割を担っていく。 

この構図は、本検討委員会の１つの報告の形である。この方向性で事業を継続すること

が東郷病院における地域への貢献という部分にも繋がる。 

そして、全体のマネジメントについて、市において方向性をしっかりと検討し、運営の

結果を検証する仕組みを作り、持続可能で安定的というところを目指していただきたい。 

 

（事務局） 今のままの経営では持続可能ではないという意見をいただいた。 

経営計画の策定や評価検証など市民が理解できる形で公表していく中でも色々な意見

をいただくことがあるかと思われるので、反映させていきたい。 
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また、その他の意見について、一つひとつを盛り込むことは難しいが、別の形で整理し、

市の内部で報告して今後の進め方の中で生かして行きたいと考えている。 

 

（委員長） 本検討委員会では、今まで皆さんから様々な意見をいただき、検討を加えながら、

報告書の案が出来上がったところである。本日が最後の会議ということで、まとめたいと

思うが如何か。 

 

（委員） 了承 

 

（委員長） 日向市立東郷病院の在り方に関する本検討委員会による報告書は、事務局案のとお

りとし、本検討委員会はこれで終了する。 

そのほか、意見があればどうぞ。 

 

（委員） 日向入郷圏内の医療提供体制の確保について、今後、医師を確保することが難しくな

る状況の下、日向の医療体制を維持していくためには何らかの協議の場を作っておく必要

があるのではないかと思う。 

 

（委員） この検討委員会とは別に、県においては、地域医療構想の調整会議というものを二次

医療圏ごとに設置している。 

医師確保計画では日向入郷圏域で医師が 10 名不足しており、かなり厳しい状況の下で

医師を確保していくということなどを踏まえた協議を行っている。その場も使っていただ

けるとありがたい。 

内容が伝わっていないところがあるかと思うが、県のホームページから議事録などを出

しているので、そこに意見をいただけるような仕組みを作っていければと思う。 

 

（委員） 本検討委員会は報告書を市長に渡して終了ということであるが、今後、市の動きに対

する住民の意見が出てくると思う。また、東郷病院の今後について、市民から私に聞かれ

たときに個人として話をすることは難しい。 

我々にも責任があるので、市の方針や施設整備が示されるまで、この委員会を設置する

ということにはならないのか。 

 

（事務局） 本委員会は、報告書をまとめるための委員会であるため、これで終わりになる。 

市がどの様な方針を示すのかについては、今後の検討になるので事務局としていえること

ではない。ただし、進め方としてではあるが、方針を出した後、施設整備を行うというこ

とになれば、そのための協議を行う仕組みを改めて設置するといことになると思う。 

 

質疑終了  理事あいさつ 

 

 「第４回 日向市立東郷病院の在り方検討委員会」を終了 

 


