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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２回） 

開 催 日 時   令和元年１１月６日（水） １８時５５分から２１時１０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） 

【副委員長】 

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） 

※上記のほか、デロイトトーマツコンサルティング合同会社の社員２名 

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 

東郷病院の在り方の検討スケジュール 

２ 東郷病院の現況・経営分析  

３ 資料１  第１回在り方検討委員会の振り返り 

４ 資料２  東郷病院の在り方の検討の視点 

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第１回検討委員会の振り返り       資料１ 

  ②日向市立東郷病院の現況・経営分析    別冊 

  ③第１回会議において依頼された準備資料  資料１ 

  ④東郷病院が担うべき医療サービス・機能  資料２ 

（２）質疑・意見交換 

 

まず、（１）の①については「事務局」が、②については「デロイトトーマツコンサルティング

合同会社社員」が説明した後に、質疑・意見交換。質疑、意見の内容については次のとおり。 

 

（委員） 経営状況を言われると何とも言えないが、我々は 10 数年前から東郷病院の改築建設

を要望している中で、医療機関として充実していれば入院や外来患者も多かったのでは

ないかと推測する。 

救急搬送にしても、非常に東郷地区では遠慮しているのかなという。日向市内のほう

が相当多い。 

また、20分圏、30分圏とあるが、越表地区・坪谷地区は市中心部まで１時間程度はか

かるので、そのあたりの検証も必要であると考える。ぜひ前向きな考えで、東郷病院あ

りきということを続けていただきたいと思う。 

 

（委員） 今の意見の捉え方だと思うが、そこに病院や医師があれば、ニーズが発生して患者が

受診するのは、一つの一般的な話としても言われることだと思う。 

一方、病棟を休止した一定の期間があるが、その期間、患者の受療行動が変化して、

日向市内の大きな病院が、救急も含めしっかりと受け皿となったとも言えるのではない

か。 

 

（委員） 入院患者数が少ないのに看護師の人数は減っていない。民間企業であれば会社を縮小

すれば当然社員も減ることになる。市としては、医師が３人から１人あるいは 2人にな

った段階で看護師が別な角度で福祉行政に携われればよかったのかなと考える。 

 

（委員） 東郷病院は 30 床に合うだけの看護師を揃える中、何分の１という入院患者の状況が

ずっと続いて、固定したお金がずっと出ていっているという状況になっているのではな

いかと思う。 

ただ、今 30床だが、例えば患者が少ないから 19床にしたとしても、19床以下の有床

診療所であれば、医師数は２名程度でいいかもしれないが、24時間 365日を２名で診る

ということは、１人で 365日の半分を 24時間診るという計算になる。 
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現在、進められている働き方改革のから見て、経営者である市としては、19床で、たと

え入院患者が３、４人だったとしても、医師が５、６人は必要だと思う。 

     また、診療科目は現在、整形外科だけであるが、やはり内科系の医師は必要であろう

と思う。 

 

（委員） まず、医師の働き方改革について話すと、2024年度から適用される時間外労働時間の

上限としては、ＡＢＣというように３つに分かれることになる。 

Ａは一般的な病院勤務で 960 時間、Ｂは地域医療に従事する場合の特例水準で 1,860

時間、Ｃは研修医なので省くが、これによれば、医師が土、日曜に勤務した場合には平

日に代休を与えなければならなくなるため、平日の勤務において医師が不足するといっ

た事態が生じることになる。 

そう考えると、今後、病床数 100 床以下の病院において採算性を確保していくことが

非常に厳しい時代になるものと思われる。 

 

     また、土日に勤務してもらう医師を県内ではなかなか確保できないため、当院におい

ても東京から来てもらっている実態があるが、給与費と交通費で相当な額になり、診療

費では賄えないといった状況にある。 

椎葉や西郷地区のように独立した地域で、どうしても救急を診ざるを得ないような地

域であったとしてもだが、今後、東郷病院が 30床で急性期医療を行い、救急受入をせざ

るを得ない、あるいは一次的に診て市内に送るような体制をとるにしても、そこに平日

時間外や土日における勤務医を充足させるのは非常に難しいと言えると思う。 

 

     そのほか、県内においては今、外科医の数が非常に少ない。もう絶滅危惧種と言われ

ている。それは大学に残る外科医が毎年１人か２人程度であることから、大学において

も外科部門を維持するのに汲々としている状況にある。 

だから宮崎県の外科は、他県から連れてこないと賄えないという現実がある。医師の

偏在を解消するために設けられた地域枠などにより、今後、医師が充足されていくとし

ても、まだ 10 年ぐらいかかるので、10 年先にそういう現実が解消されるかというと、

そこがぎりぎりのスタートラインだと思っていただいていいかと思う。ですから非常に

厳しい状況であるということは言えるかと思う。 

 

（委員） 新聞記事にあった宮崎県の医療現状について紹介すると、医師の割合を人口比で見た

ときに、宮崎県は全国で 32番目であり、下から 16番目。県北地区における比率はさら

に低い。 

医師の増加率は、全国で一番低く、平均年齢は 52.2歳で全国平均と比較して２歳高齢化

している。30代の医師の数は 10年前より 70名減少しているとのことである。初期研修

医は九州最下位、専攻医の数も全国最下位と宮崎県が一番下である。 

また、宮崎大学に地域枠で入学した 105人のうち、約４分の１に当たる 26人は、その

趣旨に反して県外に出て戻ってこないというデータも示されている。 
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次に、日向地区の医療事情について話すと、主に医師の退職に伴うものとして、ある

診療科については、圏域に２つの医療機関があるが来年４月から１か所だけになる見込

みである。同診療科は県立延岡病院にもあるが手一杯の現状である。 

また、救急医療を担うことが難しくなることが見込まれる医療機関があるほか、２つ

の医療機関では内科が閉鎖になっている。 

 

なお、日向市初期救急診療所においても、医師会員が交代で毎日診療しているが、高

齢化等によりいつまでやれるか心配になって来ている状況である。 

救急病院があると消防署に電話すればどこかに運んでもらえるというのは、もうちょ

っと考え辛くなってきている。 

日向市の命の砦、二次救急は千代田病院、日向病院、和田病院が頑張ってくれている

が、三次病院の延岡病院は手一杯であり、ドクターヘリは、夜間は飛べない。 

現状をお話した。本当に日向の医療がどうなるんだろうかと。東郷病院の話とは違うが。 

 

３年前から、市長をはじめとする市職員と医師会の役員とが一緒になって、日向市出

身の医師、学生と意見交換を行う場（「日向の医療について語ろう会」）を設けている。

そこでは、日向の現状などを説明して、将来、日向市における地域医療に貢献してもら

うよう要請しているところである。 

ただ、国も総合診療医の育成に取り組んではいるが、医師の専門化が進んでおり、複

数の医師がいなければ手術はできない。 

 

（委員） １人では、ちょっとした切り傷などには対応できるかもしれないが、手術は厳しい。

外科手術であれば医師２名は必要。整形も同じである。麻酔科医も要る。 

多くの人数が必要になるため、病院の形態を維持するということは難しい。 

 

（委員） 何かあって訴訟問題になったら、麻酔科医がいなかったりなどしたら、絶対負ける。 

例えば、山仕事などで怪我をしたときのために東郷病院が必要という意見もあるが、

病院に運ばれるほどの怪我であれば、東郷病院では手に負えず、結局は大きな病院に搬

送されるものと思う。 

 

（委員） ここ 10 年前、５年前、休棟したときと、また更に情勢が変わってきていることは、

医師以外の委員も感じていただいているのではないか。 

 

医療を考える上では、医療と介護が整って人々の暮らしを守るという視点が大事であ

るが、実際の経営が成り立つのか、という観点も絶対に不可欠だと思う。 

     その意味で、美郷町では、合併後に南郷病院を有床の診療所、19床にダウンサイズし

た。当時南郷病院は 30 床あったが、19 床にしても看護師は夜勤を交替勤務しなければ

いけないから、ほぼ一緒の看護師が必要。医師も 30床の時も 19床でも２人は最低必要

である。維持することは大変である。 
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     一方で、働き方改革では、時間外労働が罰則付きで始まることになる。また大学から

の派遣も先細りである。これらも現実である。 

     しかし、美郷町にとって入院を維持させることが不可欠であるということから、南郷

診療所を来年４月から無床化する。入院を西郷病院の一か所に絞り、医師を集中する。 

やはり、医師や看護師を集中させることで、働き方改革に沿った勤務環境を整えるこ

とが不可欠である。 

 

そしてもう一つは、若い医師を迎えて地域で育てていくというキャリア支援である。 

このように医療環境の整備においては今、診療の提供と同時に、（若い）医師の受け

皿となるよう努力をしなければならなくなってきている。 

      

また、昨年から専門医制度がスタートしたが、若い医師はやはり専門医を目指したい。 

患者も専門医に診てもらいたい。 

医学生は 10年以上にわたり、集中して勉学に励むとともに経験も積まなければならな

い。これは、国民の医療の安全と質を確保する観点から大事なことである。 

     このように医療を取り巻く環境はいろいろと変化してきている。 

      

また、働き方改革で、医療の質、安全を担保するため、しっかりと休息を取って健康

を保ち、キャリア形成にも応えていく。これを国を挙げて整備していくというのが、大

きく打ち出された一つの政策である。 

 

     もう一つが地域医療構想である。９月 26 日に報道（再編統合の議論が必要な医療機

関として、公立・公的 424の病院名が公表された。）があったが、東郷病院は休棟して

いたためその俎上に載っていない。 

 

全国の公立病院には多額の公的資金が投入されている（2017年度決算：8,083億円）。 

これは、私たちにとってはありがたいことで、政策的医療を行うためには公的病院は

必要であるという合意が得られてきたということである。 

しかし、日向市の千代田病院や和田病院のように素晴らしい医療を行う民間病院が増

加して来ている。つまり創成期の昭和 30年代と比べると、公的医療機関にしかできない

医療は絞られてきている。 

限られた政策的医療を行うために、公的な医療機関でなければ担えない部分には公的

資金をしっかりと投入しないといけない。しかし、民間にできる部分は民間の医療機関

で担って役割分担をしなければならない。 

 

     国を挙げて財政バランスを取らなければならない中、公的医療機関にだけ、しかも役

割分担が明確ではない部分にまで公費が出さなければならないのか。 

 そうした意味で、公的医療機関は自院の役割を検証し、地域での議論を通じて明確に

その立ち位置を踏まえた上で医療を展開するように、というのがこの構想の大きなメッ

セージである。 
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     こうした中、この東郷病院に関するデータを照らし合わせた上で、東郷病院に本当に

入院が必要なのかどうかということを議論しなくてはならない。病床を維持するための

人的・財政的負担は、19床でも、10床でも一緒である。 

 

     第１回会議でも申し上げたように、持続可能な視点の下で、また保健福祉総合センタ

ーが隣接しているので、保健と福祉と医療が合体した包括ケア、要するに、フットワー

クよく在宅診療をし、健診をし、予防をし、そして医師が２人以上いて、必要な看護師、

栄養士、多職種を揃えてやっていくというのも一つの在り方ではないかと率直に考え

る。 

ただそのためには、やはり住民が我が事と受け止めることが大事で、健診の受診率を

高め、がん検診も含めて普段から予防に努めることが必要不可欠であると思う。 

 

それと国でも議論されているが、上手な救急医療の使い方、入院や外来もそうかもし

れないが、普段に自分たちができることに取り組み、大切な医療資源を生かして、自分

達の医療を確保するということも住民あげて立ち上がっていくことが必要である。 

美郷町でも南郷、北郷の住民説明会に町長以下５人で回ったが相当いろんな意見が出

た。  

利便性の点からは在った方が良い。それはよく解かる。しかし現実も在るので、どう

照らし合わせて、地域での医療を確保しながら、これまで取り組めていないサービスを

強化していくという考え方も大事ではないか。そういった視点でこれから意見交換でき

るといいのかなと思う。 

 

（委員） これまでの話を聞いていると、納得せざるを得ないとは思いながらも、町の代表とし

て、この在り方検討委員会での協議がどのような方向に進んでいくのか不安に思う部分

がある。 

     受診率の話が出たが、合併前は、まだ受診率が高かった。それは、私の見解では、分

散して健康診断が行われていたからではないか。今は、大きい、例えばさくら館とかや

すらぎ館とか、そこに来て、そこで受けてくださいというような方向性なので、受診が

減ってきている。 

      

    （働き方改革や若い医師のキャリア支援などの）環境整備も大変なのでしょうが、我々

だけが納得していても、３人居れば良かったのではないかという話が出てくると思う。

在り方検討委員会はあと２,３回あるが、町民の考え方に対し後ろ向きな結果になるん

じゃないかと、そういう感じがしているところである。 

 

（委員） 私たち医療機関もそれぞれ今後どうやって、やって行こうか絶えず考えながらやって

いる。平成 29 年（2017 年）に「東郷病院改革プラン」が策定されているが、その後、

働き方改革が去年ぐらいから言われて、今年から企業ではスタートしている。病院でも

2024年には新しい制度の下での運用が始まる。 

 



7／14 

     即ち、平成 29 年当時とは色々なことが変わってきた。医療も働き方というところが

問われており、今までのような勤労は出来なくなってきている。 

このため、救急体制をどう維持するか非常に苦慮するであろうし、これからその辺り

のことが少しずつ現実になってくるところである。 

 

例えば、今までであれば、『日勤で朝から夕方まで仕事をして、それからまた当直の

時間帯に入る。その当直が終わって次の日の夕方に帰宅する。』というのが、救急病院

の医師の勤務パターンだったと思う。 

しかし、働き方改革の下ではそういうことはできない。前日の朝から勤務して当直し

たら、連続 28時間の勤務となる翌日の正午で帰宅となる。また勤務間インターバルの時

間の確保と代償休息のセットが義務化される。今まで２人で済んでいたところが、３人、

４人と必要になってくる。 

 

また、診療所であれ、病院であれ、例えば医師が２人の場合、365 日を半分ずつ当直

したら１人が 180日位は当直することになる。当直の時間帯が 15時間程度として、それ

に 180日を掛けると膨大な数字になる。 

その様なこともあって、医師の場合はいろいろ地域の実情を踏まえて、時間外労働時間

の余裕が見られているが、それでも 1860時間という時間は全然不思議ではない。 

 

○2024年度から適用される時間外労働の上限 

原則を年 960時間（Ａ水準）とし、地域医療確保の暫定特例水準（Ｂ水準）

や集中的技能向上水準（Ｃ水準）では、特例として年 1860時間を認めるとし

ているが、Ｂ水準の医療機関には適用後も労働時間の短縮が求められる。 

 

ただし、将来的には改革させられていくので、病院の形態でそこに医師が何人か居て

当直をしてという体制は非常に厳しい。 

患者ニーズの問題もあるが、19床以下であれ、30床であれ、ある程度のスタッフを置か

なければならないとなると非常に財政的に逼迫するというのはよく分かる。 

 

（委員） この在り方検討委員会に入る前は、財政面などを総括してみると東郷病院は必要ない

んじゃないかとか色んなことを考えていた。ただ、学校を無くすという時に、やはり、

住民はかなりの反対をする。やはり、住民にとってコミュニティの原点のようなもので

もあるから。 

だから、例えば、東郷病院を無くすとか、入院患者は扱わないとかいう話を急に持ち

出されても、私が東郷町民だったらたぶん納得できないなと。財政面からこうだと説明

しても、やはり時間がかかるだろうという気がしている。 

この在り方検討委員会で結論がどう出るかわからないが、それを東郷町民に押し付け

てもたぶん納得されないんだろうなと思う。 

 

平成 29年に改革プランが策定されており、このプラン通りにいけば今は左うちわ気味
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になっていなければならなかった。色々な問題があるということは理解できるが、住民

はこの計画を見て、きちっとすれば病院は残るものという希望を与えたような気がする。 

その中でこの３年間、東郷病院で医師確保にどういう努力をされたか私はわからない。 

しかし、住民からは「努力していないのではないか」、「ただ２年半流れてきただけ

じゃないか」という意見も聞いた。 

もちろん、努力をされたと思うが、たぶん東郷町民には見えていないのではないか。東

郷町民の心情を考えれば、私は、本検討委員会で方向性を出すことは良いことであるが、

努力する猶予期間がもう少し必要ではないかと最近思ってきた。 

 

     もちろん財政のことはある。毎年２億円、３億円を（他の事業などから）削るのかと

いう話もあるので、そこは考えなければいけないだろうが、合併した以上、東郷町民も

日向市民の一人である。美々津地区には三股病院があるが、東郷にはない。でも距離的

には同じようなものである。もう一度そこも検討しながらやっていかなければいけない

んじゃないか。 

ずっと話を聞いていると、もう廃止ありきでずっと来ていると感じている。 

もちろん、それもあるかもしれないが、もう少し、東郷町民のことを考えて、この在り

方検討会もやらなければまずいのではないか。 

 

（委員） 言われることについて、心情的にはよく分かる。 

私は、直接町民にざっくばらんに説明した。本当にさらけ出した。だから理解は何と

かしていただいたと感じる。しかし納得は現実にはできないのではないか。心情を考え

ると、在るものが消えたり、変わるということは何年かかっても納得するのは無理だと

思う。だから現実をまずは示すことが大事だと思う。やはり、まずは現実を真正面から

示し、十分な説明を行うことが大事であると思う。 

多くの場合、住民は「医師が２人いれば入院継続は何とかなるのではないか。」という

理解である。 

しかし、これまでも話されてきたように現実は相当に厳しい話が沢山あるということ

である。これは、納得するというよりも我が事のように感じてもらうことが大事である。 

 

     東郷病院においては、これまで 5 年 10 年かけて医師確保に取り組んできたというの

は事実であり、ますます医師確保が難しくなっている方向性もはっきりしてきた。 

だから、持続可能な姿をしっかりと検討して、丁寧に現実を東郷地区の人たちに理解し

てもらうことが不可欠であると思う。 

 

     それが一つと、やはり日向入郷の二次医療圏において、済生会日向病院と千代田病院、

和田病院の在り様は極めて貴重である。日向市だけでなく門川町、入郷あげて、全体の

利益を確保するため、この３医療機関をしっかり財政支援も含めて支援しなければ持た

ないと思う。本当に厳しい状況であり、この三つの病院が落ちていくというか、これこ

そが最も極めて重大である。いざという場合の救急医療は担保し、普段は身近なところ

で外来機能をしっかり果たしていく、このバランスの議論が絶対大事であると思う。 
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（委員） これまでの話を聞いて、本当に医師不足というか、医療経営は厳しいなと認識した。

また、弱い病院がいくつかあるより、千代田病院の様な強い病院が必要と思う。 

このような施設には、医療機器・施設の支援を行政がしながら、東郷病院や入郷地区

の代替機能として、医大に行かなくても千代田病院に行けば完全に手術できる、診療も

できるというような意識改革について、市が説明を果たしていかなければならないと思

う。 

 

これまで医師３人体制であれば、病院の経営は間違いないとの認識が説明されてきた

が、やはり 19 床でも 30 床でも入院は厳しいということであれば、病院の在り方を協議

するに当たっては、しっかりとした代替機能を構えながら、福祉だとか訪問介護とかを

考えながら、病院の在り方を考えていかないと東郷町民としては納得できない。 

 

だから、どのような機能にするから、東郷病院はこうなるということをきちんと説明

して、先ほど委員が言ったように千代田病院等を行政がしっかり支えるというのが必要

であると強く思った。 

 

（委員） 東郷病院は、医師の退職が相次いでいる。これまでの医師の退職時期を見ると入院の

有無も関係しているのではないか。 

また、医師確保については、市も人づてなど見えないところで努力されている。私も、

一生懸命に医師を探したり、頼まれたりして来たので、そういう話はよく聞いている。 

施設が古いから医師が来ないという人もいるが、来るなら古くても来るし、新しくても

来ないと私は思う。東郷病院の入院にかかる厳しい現実を見て、それに働き方改革も加

わり、病院を辞めていったのだと思う。 

 

（委員） 東郷町が日向市の面積の 56％を占め、越表から東郷病院までは車で 30分、40分ほど

かかるので、医者がこの地域にいなくなるというのは困る。だから、有床・無床の議論

の中で、確かに有床はあってよいが、やはり日向市の財政状況は今でも、どんどん厳し

くなってきている。 

 

     市の方針もきちんとその辺りを説明しながら、例えば救急車を整備する。整備したと

しても、さっき委員の方々が言われたように、救急車が来たからと言って病院に確実に

行けるかわからないですよ、とそういう状況をきちんと市民に説明していかないといけ

ない。我々市民は、救急車で、県病院や千代田病院に行ったら、そのまま受付してもら

えるという感覚を持っているので、これから説明責任を果たしていくべきと考える。 

 

（委員） 公民館をすべて回ったが、たくさん厳しい意見をいただいた。どれも本当に当たり前

のことであるし、もっともなことである。しかし、現実を話さざるを得ない。現実を知

ってもらうこと、感じてもらうことで最終的には理解してもらうことはできた。しかし、

納得はできない、やむを得ない苦渋の決断ということだと思う。 
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住民と話をする中、感じたのはやはりアクセスであり、コミュニティバスの充実。 

これは絶対不可欠と思った。これだけ高齢化率が上昇すると、医療機関までのアクセス

問題は重要となってくる。高齢者の免許返納とかの問題があるので、たとえ外来機能だ

けになってもアクセスを良くすることは必要不可欠なことだろうと思う。 

 

     それと医師数についてであるが、無床でも望ましくは３人いた方がいい。実際に全国

には、無床で３人いるところもある。在宅医療や研修などものすごいフットワークをし

ている。３人でも無床であれば、医師確保に関しては、むしろ可能性は増すと思う。 

 むしろその３人が、例えば、逆に千代田病院や済生会に当直に行く、実現するために

はハードルが高いかもしれない。そのような大胆な発想があってもいいかも知れない。 

 

 無床であっても、この地区でフットワークよく活動するためには少なくとも２人の医

師は要ると思う。 

それで地域に資する働きをし、それが公的医療機関としての役割として評価されれば

交付税の対象として評価にもつながるかもしれない。 

千代田病院などとの役割分担という面からも、普段のかかりつけは東郷の医療機関で、

そして、いざというときには圏域・県内の医療機関を活用して、全体としてこの圏域の

医療機関を守っていく。 

この発想でやっていかなければ、この二次医療圏は危ないと私は本当に危機感を感じて

いる。 

 

（委員） 医師を雇い入れるとき、面接官に民間病院の院長先生あたりも入っていただいて、東

郷病院に採用するなどしないと、医療の経験ない市の人間が面接しても、医師が来た、

ありがたいで終わるのではないか。日向の医師会と連携して人間性なども評価したほう

が良い。 

 

（委員） いい医師はどこの病院も欲しがっている。しかし、専門領域は非常に詳しいが、病院

や経営のことを考えてくれる医師は、やはりあまりいない。他の医師からも同様なこと

を聞くので、やはりそれが現実だと思う。 

   

     かつての病院が自己完結型、自院でなんでも終わらせてしまうという時代はもう終わ

っている。済生会病院と和田病院、千代田病院がそれぞれの特色や特徴を補完し合って

やっていくようになっており、そういうことを含めて地域の包括的な医療が実現されて

いく。それを目指していくのが今の時代に求められているところであり、医師の偏在と

か、医師の働き方とか、地域医療構想の中でもこうしたことが求められるし、そうしな

いとやっていけない時代になって来ている。 

    

     だから、東郷地区やどこの地区ということではなく、日向全体で医療が継続していけ

るやり方をしないと、個々の病院だけでなく全体が良くない方向になっていく可能性が

ある。 
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     例えば、小児科は医師が少ないので、延岡地区と日向地区が一緒になって当直をやっ

ている。医療も診療科によって広域化していく。 

     このように日向市のある地域だけじゃなく、全体を、そして近隣の地域との広域的な

ことを考えていかないと医療がもう成り立っていかない時代になっているので、その辺

りを考慮しながらみんなで日向市の医療を良い方向に持っていくことをできたら良い

と思う。 

 

（委員） やはり高齢者になるほど、医大よりも地元の千代田病院などに入院して、診てもらう

ほうが見舞い等にも行けるし、大事であるから、そういったことのできる病院をきちん

と支援するということが、これからの重要な課題となるのではないか。 

 

（委員） 救急が出来る病院も限られている。やはり地域全体で医療を守らなければならない。 

    それには適切な受診も必要かもしれない。 

     また、市町村が休日夜間診療所の経費を負担しているが、もっと厳しくなっていくの

で全体の中で医療を守っていくことが必要。そして、その全体の中で自分の住む地域の

医療はどうあるべきなのかを考える。人口が減っていく中で身近なかかりつけの医療機

関を持続可能な形でしっかりと維持していく。 

     その中で東郷病院は、公的な医療機関だから、公的医療機関としての使命を持たなけ

ればならない。そういう方向性を議論していくことが大事であると思う。 

 

（委員） 持続するには、どういう病院の方が良いのかということをきちんと説明すべきである

と思う。 

 

（委員） 東郷病院が入院診療をしなかった間は、日向市内の他の病院に入院しているという状

況がある。また、私も入院をするなら、大きな複数の医師のいるところに入院したいと

いう気持ちもある。 

 

 

ここで、質疑・意見交換を一旦中断して２議事（１）資料説明（別紙資料）の続き、③第１回

会議において依頼された準備資料並びに④東郷病院が担うべき医療サービス・機能について一括

して事務局から説明。これに関する質疑・意見交換は次のとおり。 

 

 

（委員） 後ほど、今後のスケジュール説明があることとは思うが、今後の協議の進め方に関し

て、事務局に何か考えがあるのか。 

 

（事務局） 今日を含めて、協議の場をあと３回設定させていただくことにしているが、次回ま

でには先ほど事務局が説明した論点についてある程度の方向性を出していく、骨組みみ

たいなものを示せればと思っている。その意味では、今日ある程度集約できるようであ

ればそうしていただきたいし、論点が残るようであれば説明補足して次回で方向性を出
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し、最後の回で、大筋合意が取れた中で報告書案を見ていただく。事務局としてはそれ

を理想的な形であると考えているので、これについても議論いただきたい。 

 

（委員） これまでの議論を聞いて、医療を取り巻く環境や状況というのは十分理解できた。 

今後の東郷病院の地域における医療ニーズのかかわり方であるが、病院なのか、有床

診療所か、無床診療所かはあると思うが、スマホやパソコンが普及してきた今、オンラ

イン診療というものがあると聞いた。 

 

今の若い人はスマホやパソコンを日常的に使っていると思うが、東郷病院においても、

訪問診療となると区域も広いため医師の負担も多いと思われる。オンライン診療となれ

ば訪問看護との組み合わせできる。 

私もラインとか使って息子たちに状況を知らせたりしている。ある程度年齢が高くて

もパソコンやスマホを使う人は結構いると思うので、それを調べていただいて検討いた

だきたい。 

 

交通弱者と言われる高齢者にとっても、在宅で担当医とオンライン診療をしてもらえ

るとなれば通院する必要は無くなるし、医師も多忙な中に時間をかけて患者宅を訪問し

なくても済むようになる。 

大きな病院との連携という面でも、患者を紹介するときにデータなどの連携について

も、プライバシーやセキュリティの問題はあるにしても可能ではないかと思う。 

 

（委員） 無床診療所が適当であるという結論になった場合に、将来、市が福祉施策としてどの

ようなことができるのかという点も聞いておきたい。 

     例えば、病院に月に何回か福祉バスを走らせ、坪谷や越表から免許を持ってない人も

通えるとか、訪問診療の充実など、市において方向性を出してもらうと地域住民も理解

ができるのではないかと思う。 

      

     今、木材が立米 14,000 円ぐらいであるが、東郷町の木材を販売したら、６億円くら

いになると聞いた。先輩たちが植えた財産を、これから東郷町を支えていく人達のため

に投資をするという意味合いで、病院の経営に少しでも充てることで活用を図ってい

く、といった議論をしてもらえれば東郷町の人達がこれまで苦労して植林をしてきたこ

との価値が出てくるのではと思う。 

 

（委員） 私も、今日、結論というのは出せないと思うし、先ほどから出ているように有床、無

床のメリット・デメリットもあるでしょうから、その辺りを市長以下説明するという確

約をいただかないと委員として出てきている意味がなくなると心配している。 

また、先ほど出た東郷の山についても十数年前に試算をした経緯があるので、その辺

りについても先ほど言われたように含めてお願いしたい。 
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（委員） やはりビジョンを示すことが大事。南郷診療所は４月から無床にするが、現在は走っ

てない西郷・南郷間のバスをトンネルも通ったので通院と役場への足も含めて走らせ

る。つまり、マイナス面ばかりではなく、こんなことができるというものも示すことが

大事。 

在り方検討会は昨年度実施したが、委員の方は代表として責任もって結論を出した。

議会や公民館長、青年団、婦人会、民生委員、商工会長、全員賛同して結論をまとめた。

苦渋の結論だったが、やはりそこは代表である。 

これをすることで地域を守りたい、全体を守るためにこれも苦渋の一つの道かもしれな

いということを丁寧に説明することが大事である。 

 

     今後、この検討委員会の答申を受け、市内部での検討を更にされたのち、最終的な市

の方針が出来上がると聞いているので、そのためには、この検討委員会においては、し

っかり委員会としての方向性を取りまとめいくことが大事であると思うがいかがか。 

 

（委員） これは在り方検討会とは別に、例えば東郷町内の各種団体の長なり代表を集まっても

らい説明会を開催した後に、この検討委員会の結論を出せばよいのか。 

 

（事務局） 手順として、この検討委員会は、有識者の方々や公募委員の方々の意見を聞きなが

ら、この委員会としての方向性を出していただく。それを受けて市としては、その内容

を踏まえながら市としての方針を出す。恐らく２月議会において市長が市の方針を示

し、議会における審議を経た後にパブリックコメントや地元での説明会といった手順を

踏み、５月ぐらいまでには正式決定まで持っていく、というような流れを想定している。 

     この検討委員会の中で、市当局といろいろと議論、やり取りをして決めるのではなく、

在り方検討委員会はあくまでも外部に設置された、いわゆる諮問機関であり、専門家の

方々等の意見を踏まえて答申を出すということである。 

 

（委員） 病院内で働いている看護師等の職員は将来に対する不安を抱えていると思うので、さ

きほどのビジョンの中で職員や看護師さんはこういう仕事をするから今の仕事でよい

とか、職種転換を希望する若い人には、こういうところで希望はかなうとか、優しさと

か思いやりを持った配慮をしていただきたい。 

私たちは、この検討委員会において社会的条件的なものをきちんと付して答申、在り

方検討委員会としての結論を出したいと思う。 

 

（委員） 日向市は全体として健康づくり増進に相当、力を入れている。そのため恐らく保健、

健康づくり部門における看護師の力には大いに期待される部分があるようにも思う。 

日向市全体の健診活動とか、あるいは日向市全体の健康づくり活動とか、そういった

領域も大事な職域として看護職の経験が活かされるに適切な場の一つと言えるかも知れ

ない。 
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（委員） 委員会の結論によって違うわけであるが、今回も前回も、入院を休止した時に看護師

の現場の仕事が無くなる状況があった。 

今はどの自治体でも同じであろうが、健康福祉分野での業務量が増えている。 

前回の入院休止時もそうだが、今回も看護師の現場での仕事が一部無くなったことを受

け、他の健康福祉部門において一時的でも専門的な形で業務を担えるか調査した結果、

手を挙げても来てもらえないくらい、たくさんの所属から需要があった。 

学校現場や保育所などでも看護師のスキルを必要としていて、健康福祉部門でも欲し

かったが全然充足できないといった状況である。 

 

３ その他 

（１）今後のスケジュールについて 

（２）次回並びに次々回会議 日程・内容 

   （１）について、会次第の最終ページに基づき事務局から説明 

（２）について、事務局から説明。 

 

 

「第２回 日向市立東郷病院の在り方検討委員会」を終了 

 

 

 

 

 


