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はじめに 

 

 日向市立東郷病院は、昭和 29 年に「東郷村国民健康保険直営診療所」として開設

されて以来、東郷地域の中心的医療機関として住民の健康福祉の増進に大きく寄与

してきた。 

 しかしながら、近年、地方の医師不足等も背景に、医師の安定的な雇用が困難と

なり、入院診療等が２度にわたり休止することになるとともに、計画されていた病

院の建て替えについても、運営が安定していないことから、その費用についての起

債が認められず、実施が見送られることとなった。 

 このような中で、病院の収支も大きく悪化し、平成 30 年度の一般会計から病院会

計の繰入額は２億８千万円を超えるまでに膨らむ一方で、東郷地域の人口の推移等

から、医療需要が減少していくことが予測されており、今後の安定的な運営に懸念

が生じる状況となっている。 

 さらに、多忙な医師の勤務時間を実質的に削減する「医師の働き方改革」の取り

組みが国を挙げて進められることになっていることから、医師確保が一層困難性を

増すことが想定され、東郷病院はもとより、日向入郷医療圏の医療提供体制の維持

にも影響を及ぼすことが危惧される状況となっている。 

 また、少子高齢化が進む中で、高齢者が住み慣れた地域で生活していけるよう医

療や福祉サービスを包括的に提供する地域包括ケアシステムの推進や、病床の機能

分化と連携を進める地域医療構想が推進される中、公立病院に求められる役割も大

きく変化している。 

このように、東郷病院を取り巻く環境については、大変厳しいものがあるが、東

郷地域は医療機関の集積する日向市中心部から一定の距離があるとともに、他地域

にもまして高齢化が進むことが予測されることから、住民が安心して暮らしていく

ためには、医療提供体制を安定的に維持していく必要がある一方で、東郷病院は市

立の医療機関としてその運営に市民全体の理解を得ていくことも重要である。 

このような認識の下、私たち検討委員会は、東郷病院が他の医療機関との適切な

連携と役割分担の下、良質で持続可能な医療サービスを提供できるよう、その在り

方について５回にわたって議論を重ね、東郷病院の方向性について以下のように報

告書としてまとめた。 

市当局には、この報告の内容を十分吟味いただき、東郷病院の今後の在り方につ

いて最も適切な方針を決定していただくことを期待する。 

 

令和２年３月 30 日 

日向市立東郷病院の在り方検討委員会 

委員長  渡邊 康久 
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１ 東郷病院の現況とそれを取り巻く環境 

（１）東郷地域の医療需要等の動向 

日向市の人口は、1997 年をピークに徐々に減少しており、今後は更に減少し

ていくことが見込まれている。東郷地域は、日向市で最も高齢化が進んでいるこ

とから、それよりもかなり速いスピードで人口減少が進むことが見込まれる。 

日向市内の患者の推計は、入院は 2030 年まで増加したのち減少に転じ、外来

は、今後徐々に減少していくことが見込まれ、東郷地域は、少子高齢化が市内よ

り進むことから、患者数も更に減少することが見込まれる。 

 

 

 

 

（２）日向市内の医師の状況 

今般国から示された新しい指標である医師偏在指標では、宮崎県は 211 で、

全国平均の 238 を下回っている。県内の二次医療圏別にみると、宮崎東諸県医

療圏に 338 と集中しており、日向入郷医療圏は 133 であり、県内７医療圏のう

ち下から３番目と少なくなっている。 

県内９市で比較した場合も、日向市は人口 10 万人当たりの医師数が 156 人と

一番低くなっている。また、医師の年齢構成をみると診療所の医師は 50 歳代後

半が最も多くなっており、今後若い医師の市内開業が増加しないと、将来のかか

りつけ医の不足が懸念される。 

   さらに、県内の診療科ごとの医師の増減をみると、多くの診療科で増加また

は横這いであるのに対し一般的な診療科である内科や外科が大きく減っており、

地域における医師確保が困難性を増す恐れがある。 
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【注記】 図表４は、厚労省「医療従事者の受給に関する検討会 医師受給分科会第４次中間取

りまとめ」（平成 31年 3月 29日）時のもの。 

なお、「宮崎県医師確保計画・外来医療計画(素案)」（令和 2 年 3 月 3 日）では、全国

239.8、宮崎県 210.4で、日向入郷医療圏は 137.6で県内最下位となっている。 

 

 

（３）東郷病院と市中心部の医療機関との位置関係 

東郷病院は、入郷地域の他の山間部等の公立病院と異なり、日向市中心部にあ

る救急医療や重症疾患の診療の中心となる基幹的な病院とは概ね 20 分余りの比

較的近い距離にあることから、機能分担と連携が図りやすい位置関係にある。 

 

図表５ 日向入郷医療圏の病院の位置関係（広域） 
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（４）東郷地域住民の受療動向 

①入院 

入院については、神経系、循環器系、筋骨格系が多くなっている。 

急性期の入院診療については、千代田病院、和田病院及び日向病院の市内の

主要３病院と県立延岡病院など市外の大病院で対応されている。 

回復期については、市内の様々な病院がそれぞれの専門性等を生かし分担し

て対応しており、入院診療の多くは日向市中心部と圏域外の大病院でその需要

がまかなわれている。 

 また、東郷病院の入院休止期間中は、上記、市内主要３病院の入院が増加し

ており、東郷地域の住民の入院需要には十分な受け皿があることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外来 

外来については、循環器系、筋骨格系、眼、内分泌系、神経系、消化器系の順

で多く、眼科を除くと東郷地域内の２医療機関で４割から７割の患者を診療して

おり、外来診療では主要な役割を果たしている。 

この受療状況から、幅広く診療できる内科と整形外科があれば概ね東郷地域

の外来需要には対応できると考えられる。 
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③救急、時間外診療 

平成 30 年度の市内の救急搬送は 2,456 件であり、 

そのうち東郷地域からの搬送は、116 件（4.7％） 

となっている。そのうち東郷病院への搬送は 17 件 

（14.7％）程度となっている。 

また、東郷病院の平成 30 年度の時間外診療は、 

523 件（うち休日は 501 件）であるが、以前時間 

外診療を行っていた平成 26 年度の 923 件と比較 

すると大きく減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）防災における東郷病院の役割 

 南海トラフ地震における県の被害想定では、日向市における要入院患者が

2,800 人で、医療資源を共有する門川町や入郷地域の町村が 870 人となっている。 

南海トラフ地震発生に際し、市内の災害拠点病院等も被災することを考慮す

ると、被災した入院を要する患者のほとんどを圏域外や県外に搬送することが

必要であると考えられる。 

このような想定の中、東郷病院は内陸部にあり、津波被害はないことから、

施設設備に大きな被害がなければ一定の負傷者等の受け入れが可能となるが、

病床が 30 床であり、発災時にも入院患者を抱えていることを考慮すると、災害

医療の確保という観点からは東郷病院の果たせる役割はかなり限定的であると

考えられる。 

 

市内の救急搬送件数の推移 
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（６）東郷地域の介護サービスの提供状況 

 東郷地域の介護保険の認定者一人当たりのサービスの提供状況は、居住系サ

ービスでは県平均を若干下回っているが、特別養護老人ホーム等の施設系サー

ビスやデイサービス等の通所サービスは県平均や日向市平均を上回っており、

低い状況にはない。 

なお、東郷病院が隣接する特別養護老人ホーム等の嘱託医の役割を担ってい

たが、入院休止以降は市内の他の医療機関で対応されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）東郷地域住民の健診受診状況 

 健診の受診状況は、日向市全体より 10 ポイント程度高い状況であり、個別健

診の８割近くを東郷病院など地域内の２診療機関で対応しており、地域住民の

健康維持に一定の役割を果たしている。 

 

（８）訪問看護事業 

 東郷病院の訪問看護事業は、登録者が 

約 30 人の横ばいで推移している。 

東郷地域における訪問看護サービスの 

提供者は、実質的に東郷病院のみとなっ 

ている中、今後、高齢化が進み、在宅医 

療の需要の拡大が想定されることから、 

訪問看護の需要も拡大が予想される。 

 

 

 

介護認定者当たり介護サービスの県内比較 

訪問看護登録者数及び訪問件数の推移 
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（９）東郷病院の経営状況 

①概括 

東郷病院の経営は、平成 25 年度以降は医師不足による入院の休止等の影響も

あり医業収益が大きく減少し、毎年、収支差が拡大している。 

平成 30 年度には入院を再開したにもかかわらず、医業収支で約２億７千万円

の赤字となっている。これに伴い平成 27 年度まで１億円未満で推移してきた一

般会計からの繰入金も約２億９千万円まで拡大している。 

これは、類似病院（40 床未満の公立病院）と比較して高い水準である。 

 

（図表 16 東郷病院の P／L推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②医業収益 

入院収益は、入院休止前の平成 26 年度は１億４千８百万円であったのに対し

再開後の 30 年度は４千８百万円で約 3 分の１まで減少している。 

同様に外来収益も平成 26 年度の１億２千８百万円から６千５百万円と約 2 分

の１となっており、入院収益、外来収益ともに入院休止前の水準まで回復が図ら

れていないことが分かる。 

これを類似病院と比較すると、入院患者が少なく、入院診療単価も類似病院が

２万円を超えているのに対し１万３千円程度にとどまっており、入院料が低いこ

とが主な要因となっている。 

外来についても、患者数、診療単価とも入院同様に低い傾向にあり、注射や処

置、検査などが少ないことが要因となっている。 
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③医業費用 

医業費用の推移をみると、入院休止中は１億円程度減少しているが、再開後は

休止前の水準まで増加している。 

入院の休止や再開に伴い費用が増減している一方で、入院再開後も収益が回復

していないことから、費用と収益とが連動していない現状がわかる。 

また、内訳をみると、固定費である給与費の費用に占める割合は、類似病院が

50％～60％台であるのに対し東郷病院では 77％であり、相対的にもかなり高く

なっている。 

その要因は、給与費に占める看護師の割合が全体の 35％で、特に病棟に看護

師が固定的に配置されていることによるものである。 

その結果、類似病院は給与費が医業収益の範囲内にあるのに対し東郷病院では

給与費が医業収益よりはるかに大きく、２.４倍となっている。 

 

 

（10）国の政策動向等 

①地域包括ケアシステムの推進 

今後、高齢化により医療や介護の需要が増加すると見込まれる中、高齢者が住

み慣れた地域で自分らしく生活し続けられるよう、地域の包括的な支援・サービ

ス体制を構築することが保険者である市町村には求められている。 

 

②地域医療構想と公立病院改革 

地域医療構想とは、高齢化の進行する将来の医療需要に適切に対応するため、

2025 年に必要となる病床数を４つの医療機能（高度急性期、急性期、回復期、

慢性期）ごとに推計し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携

を進めるものである。  

国は、この地域医療構想を通じて、病院完結型から、地域で治し支える地域完

結型の医療提供体制の構築に向けた取組を強力に推進している。 

日向入郷医療圏においても、「第 7 次宮崎県地医療計画」の中で 2025 年の必

要病床数に対し急性期と慢性期が過剰であり、回復期が不足するという試算及び

将来の在宅医療に係る必要量が示されている。 

このような中、公立病院については、地域の民間医療機関では担うことのでき

ない医療機能に重点化し、必要であればダウンサイジングや機能連携・分化を含

む再編統合を検討することが求められている。 

国の調査の結果、大半の機能について代替可能性があるとされた公立病院等は、

「再編統合の必要性について特に議論が必要な医療機関」として公表されたとこ

ろであるが、東郷病院は調査対象期間の平成 29 年度に休床していたことから国

の評価対象外であった。 
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     資料出所：厚生労働省地域医療構想に関するワーキンググループ 

 

 

③医師の働き方改革 

   我が国の医療が医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられているという

現状認識の下、医師の労働時間短縮・健康確保と必要な医療の確保という観点

から医師の働き方改革の検討が進められており、2024 年以降、勤務医の残業時

間を年 960 時間（月 100 時間）以内にするほか、連続勤務時間を 28 時間まで

とすることや勤務間インターバル９時間の確保が求められる等の方向性が示さ

れている。 

   このように、全体として医師の勤務時間が削減される方向で改革が進むこと

から、医師不足に悩む地方や医療機関の医師確保に影響を及ぼす可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再編統合の検証の対象となる条件 

2024年度に適用される基準の上限に近い水準での医師の働き方のイメージ 
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２ 今後想定される運営形態 

（１）今後も必要な医療サービス・機能及び運営形態による比較 

医療機関の規模の検討を行うため、前記１の分析等を踏まえて、東郷病院が今

後とも最低限担う必要のある医療サービスや機能を次の４つに整理した。 

さらに今後想定される運営形態を病院（30 床）、有床診療所（19 床）及び無

床診療所の３つに区分し、医療機能等について定性的な比較を行った。 

 

①東郷地域のかかりつけ医療機関としての役割 

東郷地域のかかりつけ医療機関として、通院機会の多い、一般的な疾患を診療

できる医療機関。 

②中核的医療機関や専門医療機関との密接な連携 

かかりつけ医療機関として、手術や専門的処置の必要な患者について、市内中

心部等の中核的医療機関や専門医療機関への紹介、必要な情報の提供を行い、切

れ目のないスムーズな連携を実現することにより適切な医療を提供。 

③東郷地域の地域包括ケアシステムの深化推進の中心機関 

訪問看護や訪問診療の実施による地域包括ケアシステムの深化推進や現在の

東郷地域の高い健診受診率を維持するため、健診機能を継続して保有する等、東

郷地域住民の疾病予防や健康増進に貢献。 

④災害時の対応力の強化 

災害発生時には、災害拠点病院やＤＭＡＴ、消防等と連携し対応できるよう、

必要な訓練や研修等に参加。 

 

今後想定される運営形態による比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注記】この表は、医療機関の規模の検討に当たって、運営形態によって考えられる機能や課

題などをまとめたもので、メリット・デメリットを比較したものではない。 



11 

 

下記の図は、今後想定される運営形態について、標準的な医療提供体制のイメ

ージを示したものである。 

 

病院又は有床診療所における医療提供体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【注記】医師の標準数について、病院は３人以上、また有床診療所には規定はないが、スタッフ数

などの体制は実質的に変わらない。 

 

無床診療所における医療提供体制のイメージ 
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（２）運営形態による収支傾向の比較のための試算 

東郷地域において持続可能な医療提供体制を構築するためには、経営的な安定

も大きな要素であることから、収支傾向を比較するために一定の前提条件の下に

試算を行った。 

試算結果は、開院後 10 年目の単年度での医業収支で、病院△306 百万円、有

床診療所△246 百万円、無床診療所△130 百万円となり、無床診療所の赤字額が

相対的にかなり少ない結果となった。 

最も大きな要因は、入院診療を行うためには多くのスタッフが必要になること

から、固定費である人件費負担が大きくなることによるものである。 

 

試算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該試算は、３つの運営形態を比較するためのものであり、実際の収支を予測するものではない 

＜参考＞試算の主な前提条件 

①運営形態：病院（30床）、有床診療所（19床）、無床診療所 

②収益及び経費：平成 30 年度の患者数に基づく収益や支出などを基に運営形態に応じて必要となる医療職の体制のほか、施設設備整備に係る 

減価償却費も含めた標準的な経費を見込んでいる。ただし、施設設備の更新や医師の定着などが医業収益に与える影響、他の自治体病院と比べ

て低い診療単価の改善、予防・在宅の取組その他経営改善策の実施に伴う取組効果は見込んでいない。 

（ 患者数 ）入院…平成 30年度実績による（１日平均 10 人） 

       外来…平成 30年度実績（１日平均 58人）を基に将来外来患者数の推計を加味 

（職員配置） 病院…医師（常勤：３人、非常勤：週 7単位勤務）、看護師 21人、その他５人 

有床診療所…医師（常勤：２人、非常勤：週８単位勤務）、看護師 20人、その他５人 

無床診療所…医師（常勤：２人、非常勤：   ―   ）、看護師 ６人、その他４人 
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３ 東郷病院の在り方に関する報告 

（１）東郷病院の在り方についての検討の視点 

 当委員会では、東郷病院が東郷地域における市立の医療機関として今後どのよ

うに在るべきかについて、当委員会に要請された「東郷地域における良質で持続

可能な医療を確保する」観点から議論した。 

議論を進めるに当たって、上記１,２に述べた東郷病院をめぐる現状等につい

て、 

 

①外部環境の変化への対応（東郷地域で特に進む人口減少や高齢化による医

療需要の減少や変化、地域医療構想など国の政策動向等） 

②市中心部等の医療機関との機能分担と連携（東郷地域と市中心部医療機関

との距離、機能分担の状況等） 

③医療の安定的提供と財政負担軽減の両立（東郷病院の経営状況、類似病院

との比較等） 

④医師確保の困難性・医師の負担軽減 

 

の４つの視点からの分析を踏まえ、東郷病院の在り方に関し主として次の２つ

の論点から議論を行った。 

 

① 医療機関としての規模の検討（病院、有床診療所、無床診療所） 

② 対応すべき医療ニーズの検討（どのような医療サービスを提供して行く 

べきか） 

 

その結果を次のように取りまとめたので、議論の過程で出された留意すべき意

見と併せて報告する。 

 

 

（２）東郷病院の在り方について 

東郷地域のかかりつけ医療機関として、住民の通院機会の多い一般的疾患を診

療できる内科や整形外科を中心とした無床診療所として運営を継続することが

適切であると考える。 

また、高齢化が進行する東郷地域の医療需要に対応し、在宅医療の取組充実や

福祉分野との連携強化により地域包括ケアシステムを推進するとともに、疾病予

防等の面でも貢献する医療機関となることが期待される。 
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（３）報告に至った考え方 

①地域のかかりつけ医療機関 

東郷地域内の医療機関としては、東郷病院と民間診療所の２つが存在するが、

この２機関で東郷地域住民の一般的な疾患の外来患者については、その４割から

７割を診療するなど、外来診療において主要な役割を担ってきている。 

このような中、東郷地域は、医療施設の集中する市の中心部から一定の距離が

あるとともに、住民の高齢化が更に進むことから、中心部への通院が困難になる

患者が増加していくことが予想される。 

このため、住民の通院しやすい場所に受診機会の多い一般的疾患を診療する医

療機関があることは、住民が安心して暮らしていく上で今後特に必要となること

から、東郷病院が地域の「かかりつけ医療機関」としての役割を果たしていくこ

とが期待される。 

 

②高齢化の進む地域に寄り添う運営 

上記で述べたように、高齢化の一層進む東郷地域では、住民が住み慣れた地域

で自分らしく暮らし続けられる地域包括ケアシステムを推進していくことが特

に重要であり、東郷病院はその中心的機関の１つとして、地域包括支援センター

等関係機関と連携しながら在宅医療や疾病予防等の活動を展開することが期待

される。 

これを実現するためには、医師の負担が大きい当直等が必要な入院診療や救急

診療等が無く、在宅医療等の院外での活動が展開しやすい無床診療所とすること

が適切である。 

 

③持続可能な運営の重要性 

①で述べたように、地域の高齢化の進行により、かかりつけ医療機関として東

郷病院の存在は今後更に重要となると考えられる。 

しかしながら、東郷病院は、医師不足による２度にわたる入院診療等の休止と

いう不安定な運営状況に加え、市の財政運営上、看過し難い３億円近い一般会計

からの繰入が生じていることから、持続可能な運営という点について特に留意す

る必要がある。 

３つの運営形態のうち病院と有床診療所については、持続可能性の点において

次のア、イのような課題が挙げられる。 

 

ア 病院・有床診療所運営における安定的な医師確保の困難性 

持続可能性という点からは医師を安定的に確保することが重要である。 

しかし、本県及び日向市の医師は、現況分析にあるように他の地域と比較

してかなり少ない状況にあり高齢化も進んでいる。 
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加えて、検討委員会において、医師である委員からは、宮崎県の専攻医の

採用数が全国最下位であることや大学の医師派遣余力が極めて厳しいこと、

市内の基幹病院でも週末の当直の医師を東京から招へいしていることなど、

医師不足に直面する当事者の立場からの発言も含めて大変厳しい現状が示

された。 

また、国では、医師の働き方改革が進められており、臨床の現場で働く医

師の必要数が増加すると考えられることから、今後地方の医師確保は更に困

難性を増すという点も重ねて指摘された。 

このような厳しい状況の中、東郷病院において医師の負担の大きい入院診

療や時間外診療を行いながら、安定的に必要となる医師を確保していくこと

は困難であると考えられる。 

 

イ 経営の安定性 

維持可能な運営のためには、経営の安定性も重要である。 

試算に示された医業収支のとおり入院診療を行う病院や有床診療所は、無

床診療所と比較して市の財政的負担がかなり重くなることが想定される。 

また、日向市全体、東郷地域ともに人口減少による患者数の減少が予想さ

れることから、多くの職員を抱え、人件費負担の多い入院診療を継続してい

くことは将来ますます困難になることが予測される。 

  

④他の医療機関との機能分担と連携 

東郷地域内に入院のできる医療機関は無くなることとなるが、医療機関の集

中する日向市中心部の医療機関と比較的近い距離にあることや、現在もそれら

の医療機関において入院や救急医療、時間外診療が対応されていることを勘案

すると、機能分担と連携をしっかりと図ることで東郷地域の医療需要には対応

できると考えられる。 

 

 

（４）検討委員会でかわされた議論 

当委員会による報告内容は上記(２)のとおりであるが、委員会では、この報告

内容の実施や関連する取組、医師不足の現状や公立病院の在り方などの国の動向、

東郷地域をはじめ日向入郷医療圏の医療提供体制の確保に関することなどをめ

ぐって様々な議論が重ねられた。 

これらの議論は、この報告書を受けて、これから日向市としての方針検討を行

うに当たっても、有意義、かつ、主要な論点となるものと考えるので、ここに記

す。 
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①住民への説明 

当委員会においては、今後の安定した医師確保の困難性等、東郷病院を取り巻

く厳しい状況から、「無床化」という結論を出すことになった。 

市民代表委員からは、これまで、二次救急医療機関を含む日向入郷医療圏の医

療機関が直面している厳しい現実を認識していなかったという意見があった。 

その一方で、これまで東郷病院が地域で果たしてきた役割や地域住民の東郷病

院に対する思い等を考えると、地元としてにわかに納得できるものではないとい

う意見も度々出されたところである。 

このため、報告内容はもとより、医師確保の困難性をはじめとする地域医療を

取り巻く厳しい環境について、結論に至った背景を住民に対して丁寧に説明をし

ていただきたい。 

 

②施設設備の整備 

  東郷病院は、建築から 46 年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、耐震性に

も課題がある。また、地元では施設整備を望む声が強いことは委員からも度々

示されたところである。 

今後、報告内容のように東郷地域のかかりつけ医療機関として、在宅医療等も

含め展開していく新しい医療機関として住民の期待に応えていくためには、施設

設備の整備については検討されるべき課題であると考える。 

 

③救急搬送体制の充実 

これまで東郷病院が行ってきた救急医療や時間外診療が今後行われないこと

への住民の不安に対応するため、市民代表委員から救急搬送体制の充実について

の要望があったところである。 

東郷地域は、市内の地域の中では、二次救急医療機関まで最も距離があること

から、救急搬送体制の充実についても検討すべき課題であると考えられる。 

 

④通院手段の充実 

報告の中でも述べたが、東郷地域は市内でも高齢化が進む地域であり、免許証

返納などで移動手段のない高齢者の増加が予想されるとともに、その面積も広い

ことから、東郷病院までの通院手段の充実についても検討すべき課題であると考

えられる。 

 

⑤市中心部等の医療機関等との連携の強化 

地域住民のかかりつけ医療機関として、入院が必要な外来患者について、受入

先となる医療機関への円滑な紹介や退院時の引継ぎなど、住民が必要な時に必要
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な医療やサービスを受けられるよう、市中心部等の医療機関等としっかりと連携

した運営が必要である。 

 

⑥災害時の対応力の強化 

 公立医療機関として、関係機関の実施する災害時を想定した訓練や研修等に参

加することにより、災害発生時には、DMAT や消防等と連携し、医療救護活動

が適切に行えるような体制を築いていくことが必要である。 

 

⑦医師確保への貢献 

医師確保については、東郷病院はもとより、日向市や県全体にとっても今後と

も重要な課題であることから、医学生や研修医等の受入れや研修機会の提供など、

次世代の医師の育成について東郷病院が積極的に貢献をすることが期待される。 

 

⑧経営計画等の策定と評価検証 

   具体的な個別の経営改善策の検討は当委員会の議論の対象としていないが、

前述のとおり、医師不足をはじめとする厳しい経営環境が継続することが見込

まれることから、市においては、無床診療所としての健全な運営に向けた取組

を定めた計画を策定し、評価検証を行うとともに、その結果を市民に公表して

いくべきであると考える。 

 

⑨日向入郷医療圏の医療提供体制の確保 

東郷病院にとどまらず、日向市内の中核的医療機関においても、医師確保は大

変厳しい状態にある。 

国が進める医師の働き方改革により更に医師不足となることも懸念されるこ

とから、市としても、救急医療体制など日向入郷医療圏域全体の医療提供体制の

維持に向けた取り組みを市民や関係自治体、医師会と一体となって進めることが

求められる。 

 

⑩市民への期待 

救急医療をはじめとする日向入郷圏域の医療提供体制を維持していくために

は、医療機関や行政の取組だけでは限界がある。 

利用者である市民一人ひとりが、医療資源には限りがあることや医師不足など、

地域医療を取り巻く厳しい状況を正しく理解することに加え、かかりつけ医を持

つことや診療時間内での受診等を心掛けるとともに、健康づくりや介護予防等に

取り組むことが必要である。 
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最後に 

 

我々、委員は、地元を含む住民の代表、医療や福祉、行政など様々な分野から選

ばれており、それぞれの立場や経験により、東郷病院に対する考え方、捉え方も様々

であった。 

このような私たちが、東郷病院の今後の方向性について、５回にわたり様々な角

度から真摯に議論を重ねてきたところであるが、東郷病院に対する地元住民の思い

をよく知る委員からは、「有床での継続を希望する。」、「無床診療所という結論は地

元が容易に納得できるものではなく、有床の形で一定期間運営してその結果で地元

を説得すべきではないか。」、「地元の望む建て替えを優先すべき」との意見が最後ま

で度々提起されたところである。 

しかしながら、議論を重ねる中で医師確保の困難性が委員の共通する認識となる

とともに、東郷地域はもとより日向入郷医療圏全体の医療提供体制の確保にまで議

論が深まる中、異論はありながらも委員会として上記３のとおり東郷病院の方向性

をまとめることとなったところである。 

市当局におかれては、このような議論の経過も十分理解いただきながら、他の医

療機関との適切な機能分担と連携の下で、東郷地域における良質で持続可能な医療

提供体制の構築を図るため、最も適切な方針を決定していただくことを希望する。 
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日向市立東郷病院の在り方検討委員会委員名簿 

 

区分 所  属 氏  名 備考 

学識経験者 
宮崎大学医学部 地域医療・総合診療

医学講座 
吉村 学  

学識経験者 
全国自治体病院協議会宮崎県支部 

（地域医療構想アドバイザー） 
金丸 吉昌 副委員長 

医療・福祉 宮崎県日向保健所 古家 隆  

医療・福祉 日向市東臼杵郡医師会 千代反田 晋  

市民代表 日向市区長公民館長連合会 三浦 雅典  

市民代表 東郷地区区公民館長会 新名 敏文  

医療・福祉 日向市社会福祉協議会 渡邊 康久 委員長 

公募委員  黒木 正一  

公募委員  荒砂 建一  

公募委員  岡田 基継  

日向市 地域共生・地域医療推進担当理事 長倉 芳照  

 

事務局 

健康福祉部長 柏田 武浩 

東郷病院事務局長 石谷 英俊 

東郷病院 看護師長 酒井 やつ子 

東郷病院 事務局長補佐 糸平 和紀 

高齢者あんしん課長 野別 秀二 

高齢者あんしん課 医療介護連携推進室長補佐 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 
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令和元年５月 28日 日向市告示第 109号 

 

日向市立東郷病院の在り方検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 日向市立東郷病院（以下「東郷病院」という。）の今後の在り方を総合的かつ経営的な

視点を持って検討するため、日向市立東郷病院の在り方検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に報告する。 

(１) 東郷病院の役割及び機能に関すること。 

(２) 病院改革プランの実施状況の点検及び評価に関すること。 

(３) 東郷地域の地域包括ケアにかかわる施策に関すること。 

(４) その他必要な事項に関すること。 

（組織）  

第３条 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する者を委員として組織する。 

(１) 学識経験者 

 (２) 市内の公共的団体の推薦する者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第6条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 
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３ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができ

る。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、高齢者あんしん課医療介護連携推進室において処理する。 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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日向市立東郷病院の在り方検討委員会での検討経過 

 

回数 開催日 内 容 

第１回 令和元年 

８月 26日

(月) 

１．委嘱状交付 

２．委員長、副委員長の選任 

３．事務局による概況説明 

 (１) 検討の趣旨・目的、検討体制について 

(２) 市立東郷病院の現状について 

(３) 医療制度改革の状況について 

(４) 検討の内容、手順等について 

４．意見交換 

第２回 11 月６日(水) １．市立東郷病院の現況・経営分析 

(１) 人口動態を踏まえた医療需要 

(２) 地区住民の受療動向 

(３) 東郷病院の経営状況 

(４) 国の政策動向 

２．東郷病院が担うべき医療サービス・機能 

(１) 対応すべき医療ニーズ 

(２) 医療機関としての規模(病院、有床診療所、無床診療所) 

第３回 12月 19 日(木) １．今後想定される東郷病院の運営形態の検討 

(１) 運営形態による比較 

(２) 医療機関の規模(類型)ごとの収支傾向の比較(試算) 

(３) 新たな在り方の医療機関について検討と評価 

２．検討委員会の意見を踏まえた報告書の骨子(案) 

第４回 令和２年 

２月 20 日(木) 

１．新たな在り方の医療機関において参考となる取組 

(１) 公立病院における診療所化等の事例 

(２) 診療所における取組事例 

(３) 市町村立診療所(国保直診)に係る調査 

２．市立東郷病院の在り方に関する報告の骨子(案) 

第５回 ３月 19 日(木) 市立東郷病院の在り方に関する報告書の取りまとめ 

上記会議のほか、３月に県内他市の無床診療所を視察する予定であったが、新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から中止となった。 
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日向市立東郷病院の在り方 検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁外検討体制 → 検討結果の報告 

 

日向市立東郷病院の在り方検討委員会 

（11名） 

  委 員 長：日向市社会福祉協議会会長 

  副委員長：全国自治体病院協議会宮崎県支部副会長 

  委  員：宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座 

全国自治体病院協議会宮崎県支部 

宮崎県日向保健所 

日向市東臼杵郡医師会 

日向市区長公民館長連合会 

東郷地区区公民館長会 

日向市社会福祉協議会 

公募委員（３名） 

地域共生・地域医療推進担当理事 

 

 

（検討状況に応じた報告） 

   

庁内検討体制 ⇒ 素案の検討 

 

日向市立東郷病院の在り方庁内検討委員会 （12名） 

 

会 長：地域共生・地域医療推進担当理事 

副会長：健康福祉部 

顧 問：東郷病院院長 

委 員：総合政策課長、東郷地域振興課長、財政課長、職員課長、国民健康保険課長 

いきいき健康課長、消防本部警防課長、東郷病院事務局長、東郷病院看護師長 

高齢者あんしん課長 

 

 

作業部会 （以下の課に所属する係長 14名）               

座 長：高齢者あんしん課長 

委 員：総合政策課、東郷地域振興課、財政課、職員課、国民健康保険課、いきいき健康課 

消防本部警防課、東郷病院、高齢者あんしん課 

 

 

日向市政策会議 

 

（構成員） 

市長 

副市長 

教育長 

理事 

総合政策部長 

総務部長 

市民環境部長 

健康福祉部長 

商工観光部長 

農林水産部長 

建設部長 

東郷総合支所長 

上下水道局長 

教育部長 

庶務：高齢者あんしん課医療介護連携推進室（有識者、庁内とも） 

市民の意見反映 

 

○東郷地区区長会  ○東郷地区説明会 

○全市域対象説明会 ○パブリックコメント 

等 

・本体制図は令和元年８月 26日現在のもの。 

・検討過程について、進捗状況等を踏まえ、適宜 

見直しながら検討を行ったため体制図どおりの 

構成となっていない。 


