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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４回） 

開 催 日 時   令和２年２月 20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】 

吉村学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座教授） 

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） 

【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３回在り方検討委員会の振り返り 

３ 資料２  新たな在り方の医療機関において参考となる取組 

４ 資料３  日向市立東郷病院の在り方に関する報告骨子（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３回在り方検討委員会の振り返り 

②資料２ 新たな在り方の医療機関において参考となる取組 

③資料３ 日向市立東郷病院の在り方に関する答申骨子（案） 

（２）質疑・意見交換 

 

まず、事務局が（１）①②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） 詳細な調査をしていただいた。多くのヒントが示されているので、これを踏まえてど

ういう地域の医療機関にするのか、また東郷だけで完結するのか、市中心部の人や東郷

地域の人とも一緒に考えていくことになると思う。 

事例の岡山県新見市の哲西町は非常に有名なところである。ここの医師は診療所の医

師をしながら岡山大学の地域医療の教授をしており、もうここに約 20年近くおられて首

長とも連携している。資料にある色々な出前講座や予防、或いは子供への関わりは非常

に大事なコンセプトであると思う。実際、この子供達が医学部に入る年代に差し掛かっ

ており、岡山大学に入った人も何人かいて、それを実現しているので参考になると思う。 

東郷地域に一番近いのは愛知県東栄町で、ここも自治医大の先生達が非常に力を合わ

せて頑張っていたが、医師不足などでやむなく縮小している。 

しかし、資料にある診療所の役割や機能、また入院はできないが入院に非常に近い機

能を何とか捻出するなど、つまり、在宅や施設を入院のベッドに置き換えて、その代わ

りに医師がどんどん地域に出ていく。それで住民に安心していただくということを実際

にやろうとしている。この東栄町の試みが東郷地域に一番フィットするのではないかと

思っている。 

また、医師確保にも力を入れていて、東海地方の大学医学生や研修医の先生方に来て

もらうような熱心な取組をしており、継続的な医師確保に繋がるモデルになるのではな

いか。ここも、やはり、自治医大卒業の医師が長年勤務しており、その医師が柱として

存在し、そこに後輩達が集まるという形である。東郷病院も信頼できる医師が集結する

流れになってきており、とてもいいモデルになるのではないかと考えている。 

 

（委員） 財政上の確認であるが、資料の２診療所調査結果の繰入金について、有床診療所９か

所、無床診療所 18か所で、無床での繰入金の平均額が 1700万円となっている。また、

再差引収支も赤字で平均１億４千万円という数字が示されている。 

詳細が示されてないので単純に比較はできないが、資料１の運営形態による収支傾向

の比較のための試算では、無床診療所で医業収支▲１億３千万円となっているが、どの

様な背景になっているのか試算の根拠を確認したい。 
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（事務局） 試算は、無床診療所の運営形態になってから 10年目の単年度を切り取ったもので、

施設設備の整備なども含めている。今回、病院、有床診療所及び無床診療所の比較をす

るための資料として診療所ではあるが企業会計ベースで試算している。特別会計での試

算は行っていない。 

試算の前提について、収入は東郷病院の平成 30年度の外来収入を基礎としているが、

それが今後も増えない。人口も減っていく。また、経費については、運営形態に応じた

医師数や看護師数の違いは反映し、単純化している。 

例えば、診療所化することで経営を立て直して患者を増やすなどの取組が考えられる

が、それらは不確定要素であるため、平成 30年度の収支を基礎に同じ条件で比較してい

る。 

また、入院収入については、医師等のスタッフが揃うことで今取れていない診療単価

を増やす前提にしているが、入院患者数も平成 30年度を基礎としている。 

その様な意味では、例えば、施設整備等によって入院収益が増えたと仮定すれば、病院

の赤字額が小さくなる可能性はある。 

しかし、小さくなるとは言っても、試算結果では、無床診療所、有床診療所及び病院

の関係、いわゆる収支の赤字額の差の関係は変わらないということが示されている。 

 

（委員） この試算結果では、一般的に民間の無床診療所で、とても１年も経営できないという

ことになるので、この乖離が極めてわかりにくい。 

調査結果は非常に現実的な数字である。実態として無床診療所 18か所の繰入金が 1700

万であるが、公的な役割を考えると年間 1700万円の支出をするというのは、その面にお

いても分かりやすい。 

しかし、この試算は分かりにくさを数字の上で出してしまう。説明を付けるなどしな

ければ、一般的に診療所運営という視点からすると無床化して単年度で１億数千万円の

マイナスは考えにくい数字なので次回までに整理できればお願いする。 

様々な不確定要素があって出しにくいとは思うが、一般的な試算が出せる部分がある

と思うので、目安としてそれも併記しておくとよい。 

収支結果を約束する数字として出せなくても、無床診療所の場合の参照値として、幅

で見ればいい。 

つまり、無床の意味は財政的な視点も少なからずあることからも現実的な数字が示さ

れていなければ理解しにくいと思う。 

 

（委員） 赤字という議論の中で、赤字の原因が何なのか、例えば、収入が幾らで、支出は、医

師看護師等の人件費などが幾らという出し方をすればよい。 

現在スタッフが 20数名いるが、それで何億円の赤字が発生している。そして無床にな

ったら看護師が６名、事務職は何名というような想定組織の規模を示していただきたい。 

経費削減の結果、新しい経営形態になると、今まで１億円、２億円支出していたもの

が、数千万円の投資をすれば、しっかりと運営できるといった分かりやすい資料を出し

てもらいたい。 
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（委員） 話題を変える。根本的なことは、どういう在り方がこの地域にとって相応しいのか、 

そしてどういう在り方が現実的にできるのか。 

地域医療構想も十分視野に入れて、公的医療機関の役割や使命が期待されているとい

う大前提もある。 

同時に、働き方改革に対応するということ、若い医師のキャリアをしっかりと支援し

ながら地域の医療機関の魅力を上げていく観点から、様々な調査をしていただいた。 

 

実際に哲西町は、半端ではない医師がいて、半端ではない取組をしているが、その取

組内容には相当のヒントが示されている。 

前回も話をしたが東郷病院には拠点として保健センターがある。資料に小さな拠点とい

う表現があるが、無床ではあるが総合施設として拠点化し、大事な活動を行い、この地

域にとって相応しい医療提供の形を定めていくことも重要な選択肢ではないか。 

     

そして、やはり大事なのは、日向市全体、或いは二次医療圏を入れた形での役割、立

ち位置と役割分担である。 

特に、救急については日向市全体、入郷圏域も含めた全体の救急をどうやって守るか

という視点が大事である。救急は千代田病院の大変な貢献の上で成り立っている。和田

病院も脳外科を中心に頑張っている。そういったことも視野に入れて、東郷の医療機関

の在り方について、連携と役割分担が示された事例が大変参考になると思う。 

 

（委員） 資料２の訪問看護について、実施が４か所、未実施が 23 箇所となっている。訪問看

護に取り組もうと言いながら、この資料で見るとかなり厳しいのではないかと思う。 

また、前回、訪問看護の患者について、入院が必要と判断をした時に市内の病院が受

け入れるという話があったが本当にそれが可能なのか。この資料を見ると心配である。 

 

（委員） 訪問看護の形は、大きく言えば、訪問看護ステーションと、「見做し」の２通りがあ

って、見做しの場合は、限られた看護スタッフで限られた対応をしていくことになる。 

訪問看護ステーションでも一定の患者数が無ければ経営的には成り立たない。 

全国的傾向として小規模な訪問看護ステーションだと経営が難しく、ステーションが増

えないという実態もある。それが、この調査結果として現れている件数だろうと思う。 

    

 もう一つは在宅の人が急に入院が必要になった時にスムーズに入院できるかどうか。 

まさに、ここが無床化することになったときに、在宅をベッドに見立てることもできる

ということの鍵である。 

道路がナースコールで繋がった廊下として、よく言われる言葉でもある。在り方を決

めていく中で、地域医療構想における連携というところで整理されていくということで

ある。救急の連携、入院の連携ということである。 

要するに、在宅での、いわゆるバックベッドという表現もするが、入院が必要になっ

たときに、どうぞいつでも入院を受けますよということである。例えば、千代田病院や

和田病院、或いは済生会日向病院などとの連携である。救急も連携であると思う。 
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そうやって役割を確立することとセットで考える部分であるが、当然、それをしない

ままに、出来ないままに、無床化して在宅ということは無理だと思う。 

そういう意味で、理解いただくと分かりやすいのではないかと思う。 

 

（委員） 先日、緩和ケア講演会に参加し、体験談を聞くなど、様々な専門職が、患者が自分ら

しく生きることを支援していく仕組みを知ることができて大変参考になった。 

東郷病院を無床化するという議論もでているが、他の病院に入院した直後から訪問診

療や訪問看護など退院を見据えた支援を検討し、そこに協力病院としての東郷病院がそ

の役割を担うことも考えられる。 

また、保健福祉総合センターに（地域包括支援センターの）専門職がいるので、患者

や家族に対し具体的な支援をしていくといったことが住民の中で理解が進めば、もっと

利用する人が多くなるのではないかと思う。 

癌に限らず、在宅リハビリなどの支援を新しい医療機関の理念として取り組んでいた

だければ大変ありがたいと感じている。 

また、訪問看護について、住民に十分に説明をしていく、理解を深めていくというこ

とも保健福祉総合センターの仕事として期待をする。そのような医療機関にして欲しい

というのが私の希望である。 

 

（委員） 私には、これまでの議論の中で、東郷病院が無床化され、医師２名、看護婦６名にな

ったときに市がどういう福祉政策を東郷地域で取り組むのかが見えてこない。 

現在、東郷病院にはＣＴはないが、無床化された後の姿として、例えば、診察を受け

て市中心部の病院を紹介されることもあるだろうが、それでいいのかと考える。 

医師の思いとしては、ある程度ＣＴなどで検査をして、ある程度の医師判断をした上で

千代田病院などに紹介したいと思うのではないか。 

しかし、今はレントゲンとエコーしかないため、ある程度の判断しかできないのでは

ないかと思う。 

つまり、人口減少社会の中にあっても、無床診療所でも、赤字だけれども、福祉政策

として施設設備に一定程度の投資をするといった考え方が示されると東郷町の住民も納

得できるのではないか。 

 

（事務局） 今後の取組についてであるが、方向性のまとめ及び検討委員会でこれまで議論され

てきた東郷病院にとって有意義かつ主要な論点となるものを骨子（案）に記しているの

で、確認いただき、検討をお願いしたい。 

 

事務局が（１）③ 日向市立東郷病院の在り方に関する答申骨子（案）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） 本検討委員会のこれまでの議論からすると、確かに無床診療所ということもよく分か
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るが、３年前の改革プランの内容とは逆の方向への議論になっている。 

先程の事例では、病院から有床診療所へ、令和４年度に無床診療所へと変わるという

ものがあった。結果的に将来無床診療所になる可能性もあると思うが、やはり東郷町民

に１回チャンスを与えるべきではないかと思っている。 

１度有床診療所として運営して、それでも無理なときに次の段階に行くのでなければ、

東郷町民には理解できないということは受け止めるべきではないかと思う。 

 

（委員） 先日、東郷の区長会で市長に要望書を出した。我々の要望としては、診療所でも構わ

ないが、急患への対応、医師がいなくても症状の軽い患者を看護師だけで看ることがで

きる状態にしてほしいというもので、病院の隣には医師住宅があり、入院診療再開の際

には看護師を採用していることからもお願いしたいというものである。 

区長会でも、ベッドは 10 床でも 12 床でもいいという話をしているが、経費的にどの

程度違うのかも示していただきたいと思っている。 

 

（委員） 両委員の言われることは、ある意味で、そのとおりかなとも感じる部分はある。 

しかし、両委員も理解されていると思うが、根本的な問題として、この委員会で一貫

して話してきたように 30床も 19床も 12床も一緒で、違いは入院が有るか無いか、そこ

が大きな分かれ目になるところである。 

    ２年８か月間の休床を経て再開し、今は結果として無床で運営している。それは、や

はり医師が集まらなかったことによるものである。 

無床だから医師を確保することができた。しかし、また入院が始まったら辞めていっ

たという実態は先ほど委員が言われたチャレンジだったわけである。今後も同じことを

繰り返せるかどうかということが、１つの課題だろうと思う。 

     ３年前と事情が変わったということである。即ち、国の政策が大きく変わってきてお

り、一番影響の大きいものが働き方改革である。これは、中規模の民間病院においても

経営を直撃する問題で、医師確保が更に難しくなる。このことによって、この地域の医

療が立ち行かなくなってしまうぐらいの危機的な状況であることも今まで説明してき

たとおりである。 

    もちろん、そういう中にあっても、無床化することは地域の皆さんから見れば、利便

性が失われるという大きなマイナスではある。今まで在ったものが無くなるということ

は、気持ちの上でも理解し難いことだろうと思う。 

しかし、この地域の医療を守りながらも、経営はもちろん大事なことである。公の施

設だから、どれだけ赤字であってもいいということは、少し昔まではある程度やむを得

なかったのかも知れないが、今後、それは難しいということが国の指針で明確に打ち出

されている。 

全国の公立病院には多額の公的資金が投入されているが、それが適切なのかどうか。

或いはそれに見合った医療がその地域で受けられているのかどうかも問われてくるとこ

ろである。 

やはり、専門医制度で県内に残る若い先生が少なくなった。医師の安定的な確保とい

うことに照らして、そして地域の医療を持続するという意味においても、若い先生がや
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りがいを持って働くことができて、キャリアを支援できて、そして結果としてこの地域

で働き方改革にも対応する。 

そして入院というニーズに対しては、委員が言われたように在宅がベッドになるとい

うことであり、無床診療所であってもきちんと連携を持って担っていく。 

その様な姿で、保健と医療と福祉が一体的になった、いわゆる地域包括ケアの拠点とし

て東郷地域の診療所を新たにスタートさせるということが、本検討委員会での議論の成

果としてこの骨子案が整理されたのではないかと思う。 

 

（委員） 東郷病院を振り返ると、医師の確保ができないということで、３人が２人になり、最

終的に１人で今一生懸命やっていただいている。 

そして、病院も古く、医療設備も新しいものが入っていないということで、この検討

委員会で議論されてきたような考え方に切り替えるということが、我々住民としては非

常に難しい面がある。 

住民が納得するためには、例えば、無床であっても、こういう設備投資を行い、最低

でも内科と整形外科の診療は絶対守るという方針を打ち出し、保健や介護などの福祉施

策を展開し、皆さんが安心するような医療体制を作るということをはっきりと示してほ

しいと考える。 

高齢化が進み、人口も減少する中で、第１回目に言ったように強い病院がしっかり日

向入郷圏域の中にあって、そこを拠点に連携しながら地域の医療を守るというような説

明をしてもらえればいいのではないか。 

住民は現状を分かっていないと思う。我々は、結果的に夢を見てきたわけである。 

しかし、その夢が働き改革や医師不足などで変わってきてしまった。変化してきたとい

うところは、真剣に地元に説明をしていく必要があると思う。 

 

（委員） 言われるとおりである。住民から非難されるのも当然だとは思うが、そこは、丁寧に

厳しい現状と対応策を示すことが必要ではないか。 

事例では、入院はできないが、それに代わる在宅医療を行うとか、或いは入院が必要

なときは、市街地の医師とも連携を組んで絶対断られないようにするなど、不安の種を

無くす作業を何年もかけて丁寧にやってきている。 

一番の課題は、医師を集めようと思っても、どこに頼んでも送ってくれない現状があ

る中、やはり医師にも生活がある。解かってもらえるよう丁寧に取り組んだ結果、だん

だん住民と折り合いがついている。 

事例の東栄町では、入院はできなかったが、岡崎市の病院で主だった治療して、最後

は家に帰って来て、地元の先生達が岡崎の先生達と連携しながら上手くいった事例が少

しずつ積み上がっている。その様な形があるのだということを段々と住民の理解が進ん

でいるのだと思う。 

一方では、この様なことをなかなか理解していない住民からは、ＭＲＩや最先端のカ

メラを揃えたほうがいいとも言われるが、町なかの総合病院と張り合うような医療を求

めても非効率だということで、国も見直しを推奨している。 

この様なことを丁寧に住民やスタッフに説明していかなければならないと思う。 
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（委員長） 今回で第４回目となる。今回ですべて決定するわけではないが、骨子としての取り

まとめを行いたいが如何か。 

 

（委員） 地域包括ケアシステムに関して、介護職との連携はどうなるのか。東郷町にはどの様

なサービスがあるのか。入院していた人が在宅に帰る際、介護サービスを受けるときに

連携が必要になってくるが、医師会とも連携しながら、研修会や支援のための取組を保

健所と市町村が一緒になって進めている。 

その様なことも報告の中に含めていただくと、医療はもとより、介護にも注力しなが

ら取り組む姿勢を示すことができるのではないか。 

 

（委員） 委員が言われたように、無床診療所という姿であっても地域包括支援センターとの連

携が大きな鍵になってくるだろうと思う。そういう意味で、総合福祉センターの中の無

床診療所は非常に画期的で、活動の拠点になり得るのではないか。 

医療機器に関しては、ＣＴやＭＲＩのような大型の検査機器は必ずしも設置すること

は必須ではないと思う。既に設置してある他の医療機関を共同利用し、必要な検査を実

施することができる。ＣＴやＭＲＩの検査は、放射線科医師等の専門医の読影が不可欠

なので、単に機械だけがあっても検査としては完全でない。 

無床ではあるが、経験のある２人の医師が他の医療機関との連携の下で診療を行い、

総合福祉センターと一体となって東郷地区における地域包括ケアの拠点化を図るという

ことも素晴らしいことではないかと考える。 

 

（委員） 緩和ケア講演会の事例であるが、入院直後から退院を見据えた協議が行われていた。

病状に応じた訪問看護の利用、車椅子の利用に当たっては理学療法士が協議に加わり、

排せつ・入浴については、訪問入浴で対応するなどであった。この様なことが、東郷の

総合福祉センターが中心となってできるのではないかと思う。 

また、退院後の服薬管理や化学療法、その他口腔ケアなど、いかに自分らしく生きる

かという観点から専門職による連携の必要性が言われるが、様々な専門職が関わること

で入院施設がなくても在宅で最後を迎えられる。そういう治療も受けられるということ

が期待できるので、報告に取り入れていただくとよい。 

 

（委員長） それでは、反対意見等についても付記し、今後の取組について、設備、施設設備に

関しても、付帯意見を入れていく形で取りまとめることでよろしいか。 

 

 委員の了解を得る 

 

第５回会議及び県内の無床診療所視察について事務局から説明 

 

 「第４回 日向市立東郷病院の在り方検討委員会」を終了 

 


