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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３回） 

開 催 日 時   令和元年 12 月 19日（木） 19時 00 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） 

【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） 

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） 

※古家隆（宮崎県日向保健所所長）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 

２ 資料１  第２回在り方検討委員会の振り返り 

３ 資料２  今後想定される東郷病院の運営形態 

４ 資料３  運営形態による収支傾向の比較のための試算 

５ 資料４  日向市立東郷病院の在り方に関する答申書 骨子（案） 

６ 「いのちをまもり、医療をまもる」国民プロジェクト宣言 

             （第５回上手な医療のかかり方を広めるための懇談会資料） 

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２回在り方検討委員会の振り返り 

②資料２ 今後想定される東郷病院の運営形態 

③資料３ 運営形態による収支傾向の比較のための試算 

④資料４ 日向市立東郷病院の在り方に関する答申書 骨子（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） 

事前に資料をいただき、今説明もしていただいたが、やはり非常に厳しい状況にあることは間

違いない。 

私たちは、医師養成を進めているが、宮崎県は非常に厳しい状況にある。また外科医が少なく

なっているとの説明に象徴されるように、県内で専門医になる方々が、昨年度が全国最下位 30

数名、今年度が約 50 名ということで、医師養成の流れは少しずつ上向いてはいるが、それでも

県内遍く供給するには大学の体力が非常にまだまだ厳しい状態にある。 

一方で、資料にあるように東郷病院において医師３名という前提は、それが理想ではあるが、

現状はなかなか３名の医師を確保することはかなり厳しいと思う。 

二次救急病院（千代田病院、和田病院、済生会日向病院）の話があったが、どこも本当にかつか

つでやっており、働き方改革が適用されるとかなり厳しい。 

診療日を少し減らさなければならないなど、もう流れはそこまで来ているのではないかと、今回

このデータ見てひしひしと感じた。 

ただ一方で、経営的には厳しいかも知れないが、住民にとってのインフラの一つである医療を

提供するということは、やはり自治体や地域にとって大事なことで、人口が減少していてなおか

つ広大なエリアに皆さんばらばらに住んでいるが、何とか医療を担保して、急病になったときの

体制、或いは国の流れ的には大きな病院に入院できる期間が以前よりも確実に短くなっているの

で早期退院を促されたときに、三股病院も含め、そこに移って、さらに最近の流れとしては家に

帰りましょうという在宅医療の流れが来ている。 

そういった機能は、やはり市中心部であっても、山間部であっても、どちらにも必要だと思う

ので、考えていかなければならない。 

 あと看護師について、今の議論はどちらかと言えば医師の在り方の部分がメーンであるが、看

護師が地域に出ていくとか、来られない方々への訪問だとか、そういった訪問看護の部分も少し

強化してセットで考える。 

あとは、昔の町境、市の境を越えて、やはり連携して行くという発想の転換がこれから住民に

も行政の側にも求められていくのではないかと思う。 
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皆、総論は賛成であるが、各論になって地元の病院を小さくするということは、なかなか合意

が得られないということが正直なところである。私も岐阜でそういったプロセスに取り組んでき

たが、丁寧にやっていかなければならないと思っている。 

今回、色んな角度からデータを示していただいているので、かなりイメージしやすいと思うが、

ただ大多数の住民は、まだ、この様な実態とか、市が頑張っていることを知らないことが多い。

そこのギャップを埋めていく作業が必要ではないかと思う。 

 

事務局が（１）②～④について説明を行い、その後に質疑・意見交換を実施。 

質疑、意見の内容については次のとおり。 

 

（委員） 

資料４について、「日向市立東郷病院の在り方に関する答申書骨子（案）」の 1の（３）東郷

地域住民の受療動向中、③救急、時間外診療について、平成 30 年度の救急搬送は 2,456 件とな

っているが、昨年の救急実務者会議では、平成 30 年の救急搬送は、救急搬送人員 3,063 名・救

急出場件数 3,277件で、東郷地区は 15件ということでしたので確認をお願いする。※１ 

 

同じく資料４の１の（４）防災における東郷病院の役割中、要入院者 2,800人という数字につ

いて、以前、15,000人くらい亡くなるという話を聞いている。日向地域が津波で亡くなる人が宮

崎県で一番多いということは聞いているが、入院患者 2,800人の根拠が分かれば教えていただき

たい。※２ 

 

（委員） 

これは県の危機管理課で推定した数字で、津波による死亡者は緊急入院患者に入らない。 

津波や揺れで怪我をした人で入院が必要な者が 2,800人ということだと思う。元は、県の被害想

定の表で拾ったもの。 

 

  ※１ 数値の差異について、当該数値は、本検討委員会第２回会議資料（Ｐ16～Ｐ18）として市消防

本部からデータ提供を受けて作成したもので、委員が言及された救急実務者会議における数値は

「消防統計平成 30年版」（日向市消防本部）による。共に基データは同じ。ただし、消防統計は

暦年で作成。委員会資料は年度で集計し、かつ門川町及び一部不明データを除いて作成している。 

 

  ※２ 当該数値は、本検討委員会第２回会議資料（Ｐ19）として、市防災推進課から提供を受けた「平

成 30年度大規模地震時医療活動訓練に係る調整会議」（宮崎県医療薬務課主催）資料を基に作成

したもので、南海トラフ地震における県の被害想定で日向市に係るものを引用している。 

 

（委員） 

これまで、私たち東郷町民は、医師が３名確保できれば 30 床の病院経営はできるということ

をずっと聞いてきた。 

この検討委員会は今日が第３回目であるが、先生たちの意見を聞いて、医師不足という深刻な

問題があること、それから 30床でも 19床でもそう経営的には変わらないこと。 
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そして、働き方改革の影響によって看護師と医師の勤務体系がこれまでと違ってくるということ

で非常に厳しい条件がここ 1年或いは半年の間に出てきたわけであるが、委員が言われたように

東郷町の住民に如何に理解をさせるか、説明責任が非常に重要ではないかと思っている。 

今、整形外科医がおられるが非常に頼りになる医師である。また民間医療機関が道の駅にあり、

地域には２つの医療機関があるということを考えるのであるが、民間であると後継者が居なくな

るということもある。 

やはり公立病院の価値観は、特に人口減少社会、高齢化社会においては非常に重要な役割を果

たすのではないかと思う。 

だから、もう少し有床から無床になったときの経営形態の実績について、どこが有床から無床

になったとか、或いは委員が言われたように美郷町ではどういう説明をして地元に理解を求めた

のかなど現場の声を聞きながら進めていかなければならないと思う。 

私も行政改革の推進委員であるが、赤字だからと言って廃止するということにはならないと考

える。そういう価値観である。 

また、今まで私も都市計画を行政で担当してきたが、これは投資であり、必ずしもプラスマイ

ナスゼロで事業展開しているわけではなく、一部的には赤字ということもある。 

赤字だからということではなくて、ある程度の投資をしながら経営改善を図っていくことも必

要であるし、30床とか、医師が５人とかということではなく、今の病院形態よりも良くしながら、

訪問看護や看護師による在宅訪問をし、例えば、血圧を測ったり、聴診器を当てたり、食事はど

ういうものを食べていますかと聞いたりする。そういう思いやりのある看護姿勢というものを住

民に対して説明をしていく必要があるのではないかと思う。 

今後の病院の在り方について、あまりにも絞り込みをすると、非常に住民感情としては厳しい

のではないかと思っている。 

 

（委員） 

本当におっしゃるとおり、まさしくそのとおりで投資というキーワードが出てきたが、私も、

岐阜県の人口減少地域、過疎地の５つの村にある診療所をどうすべきか、医者が手配できないと

いうことで各地域を説明して回った。 

最初は罵声を浴びせられたが、事実と無い袖は振れないということを伝えなければならない。 

それでも、皆さんが安心できるよう頑張ってやってみますということを言い続ければ分かってく

れる人が出てきた。だから、きちんと説明するプロセスは必要であるということが一つ。 

もう一つは、東郷病院のこれまでの経過から、やはり次世代の医者をどうするのか。今、常勤

医師が来られて、５年、10年と頑張ってくださると思うが、また、医師が居る状態が途切れてし

まう可能性がある。 

そうすると、また何処かから良い先生を引っ張って来てということを繰り返すのか、それとも医

師が育つ流れを投資して作って、もちろん現在の医療サービスをどう繋いでいくかということが

大事であるが、次の医師たちをここで育てるのだというふうに舵を切るくらいしないとこの問題

はずっと先送りされるだけで同じ構造になってしまうということが一つ。 

あと一つは、国の公立病院改革や地域医療構想にも書いてあるが、やはり在宅医療にも踏み込

んで、ここにあと１人ぐらい若い先生を配置して東郷地域から市街地に往診するぐらいのことを

やれば、日向の町の市民にとっても在宅の先生が山から来てくれると。 
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急性期の病院にとって一番困ることは入院患者を帰す先がないということ。在宅に帰せと国は

言っているが、なかなかどの先生がやってくれるか分からないということが正直なところで、だ

から在宅医療を頑張ってくださる先生、東郷病院の常勤医師の下で、或いは市のバックアップで、

或いは入郷地域の先生方とも連携しながらやるような体制も必要ではないか。 

東郷病院だけで何とかしようとするより、他の医療機関同士の連携も視野に入れて、理想は一

番近いところにある民間の先生方とコラボできるといいが難しいのかもしれない。 

だから、市立東郷病院の在り方に関する答申書の骨子（案）の中に在宅医療であるとか、或いは

次世代の若い先生たちを育てる教育の部分も柱として文言を入れていただければ、持続可能な医

療の確保ということに多分繋がるのだと思う。 

看護師たちは、ベテランで人件費も高かったりするが、逆に訪問看護にどんどん取り組めば、

虚弱な高齢者というか、高齢者は最終的には入院するが、その入院するのをかなり防ぐことがで

きる。早い段階から定期的に訪問看護をすることで入院が減るというデータもあるので、一応、

今の看護師の（試算上の）割当てが２名と書いてあるが、もうちょっと力を入れていいのかなと

個人的には感じている。 

 

（委員） 

以前、委員には日向市で講演していただいたが、岐阜県の山奥で診療されていて、国内外から

当時 1,000人ぐらいが研修に来られて、そこを発展させた先生です。 

 

（委員） 

美郷町の場合は、非常に限られた時間というのが大前提だったので厳しい部分もあった。 

２年前の町長選挙後、直ちに打ち合わせを始め、町長の意思決定をいただいて在り方検討会が立

ち上げられた。 

これは危機迫っていた部分もあって６、７年前からずっとお願いし続けていたもの。 

非常に危機感を感じていたのでお願いしていたが、現実にやはり在るものが無くなるという、総

論はいいのだけれど各論の部分で非常にハードルが高い内容である。 

しかし、もう現実が迫っていた部分があったので町長に相談し、ここはもう限界だということ

を町長に説明して意を固めていただいた。 

在り方をしっかり議論してほしいということで、検討委員会で在り方を検討していただき、年度

末に答申をいただいた。 

その答申の内容が、令和２年４月から南郷診療所を無床にすること、西郷病院に入院も救急も

一括すること、北郷診療所も出張診療所にせざるを得ないことであり、役割分担により町全体の

救急を守り、そして入院を守り、そしてより良いサービスを提供できるよう在宅に出ていくとい

うものである。 

もう一つ、委員が言われたキャリア支援。若い医師を育てること。この観点が不可欠である。 

また、常勤医師も、私自身もそうだがいつまでも居るということはない。東郷地区内の民間医療

機関の話も含めてやはり持続可能性であるということ。 

この３つが、キーワードでもあった。 

在り方を実現するためにということであって、決して財政論で町民に説明したわけではない。

財政の説明は、ほぼしなかった。ただ、実際には大きな財政負担というものはある。 
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住民説明は、３月に在り方検討委員会の答申が出て町長は方針とされ、今年の４月から議会や

や区長会で説明を行った。 

そして、南郷の各公民館を、町長、副町長をはじめ、総務課、私と病院事務局で全部を回った。

実施するという前提で、しかし丁寧に現実を生々しく、これしかない、これがやむを得ない、決

してベストではないかも知れないけれど、ということを全地区に説明するため行脚した。 

たくさんの御意見、激しい意見もあった。しかし、そうは言っても、やはり全体で守らなけれ

ばならないということを繰り返す中で、結果的に納得してもらうことは難しい部分があるが、や

むを得んかなという理解まではいただいたのではないかと実感している。 

南郷、そして北郷も全部町長と一緒に回ったが、北郷の人から見ると同じ合併なのに何故南郷と

北郷の差があるのだという意見も出てくる。これもそうなのだなと思ったところ。 

だから、そういう意味も含めて、美郷町が一つなのだと。合併したわけだから。 

これはあえて言ったのだが、合併して一つの町になったのだから町として全体を考えて全体の医

療だという視点で説明をした。 

そして、救急を１か所で 365日しっかりと担う。西郷病院は県からへき地拠点病院の指定をい

ただいている。拠点としての役割をしっかりと果たすということにも繋がるし、同時にキャリア

支援ということで若い医師を育成する場所ということにも繋がっていく。 

拠点化の意味は、そういったこともあるが、３人４人の医師ではやはり限界がある。 

南郷診療所の２人の医師で当直をし、救急をやるということにも限界がある。 

これを全部西郷病院に集約することで、医師が少なくとも５名、できれば６名という体制で西郷

病院を運営し、その医師６名で南郷診療所も運営し、北郷診療所も運営する。 

この形を採って地域全体を守っていくというふうに役割を決めて、体制を決めて実施するという

ことを町長が方針として決定し、それを丁寧に説明して回ったという経過がある。 

時間に余裕があれば、住民の生の声を聞いて、それを踏まえて移行するということも一つの方

法かも知れない。しかし、なかなか住民の側から見ると、在るものが消えることに対してこれは

もう絶対揺るがない、非常にハードルが高い部分もあるため、そういう方法を採ったとして上手

くいくのか、理解してもらえるのかということは難しいかも知れない。 

 だから、誰かが、こういう場できちんとした議論を行い、丁寧に整理して答申するということ

になるのだろうが、それを受けて、方針が決定され、その方針を丁寧に、丁寧に地域で説明をし

て住民の生の声を聞いて、それに丁寧に応えていく。このやり方もやはり１つのやむを得ない選

択なのかも知れないとやってみて実感をしている。 

 それから繰り返しになるが、やっぱり無床化することによって、より在宅に力を入れていくと

いうことは前回言った。訪問看護である。 

そして、やはり地域からの医療ニーズに対する受け皿を増やしていく、フットワーク良くする

こと。予防活動をもっともっと充実する。医師の研修も充実させることができる。 

委員が言ったように高齢者の予防をすることで入院も減らせる。 

無床化することで、このようなことに付加価値として取り組むことができる。 

また、答申書の骨子（案）の最後、「３ 東郷病院の方向性（２）新たな医療機関の運営や日

向市への要望」によくまとめていただいている。 

日向市全体、門川町を含めて救急が大変である。千代田病院、和田病院、日向病院、もう本当に

厳しい中で救急を担っていただいている。先般話したとおり、地域全体で支える。医師の確保も、
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救急病院の医師確保も、そして財政的な支援も、本当に日向入郷全体で考えてしっかり揺るぎな

くするということも大事だということをここに書いていただいたのではないか。 

救急の充実ということ。これはまさに住民の安心安全である。そういうことを意図していただい

たのではないか。 

 そして、４番目にある高齢化する東郷地区において在宅医療、予防、包括ケアの深化。 

ここが大事である。もっと目に見える形で地域に出ていくということが書かれているのではない

か。 

全国的に事例もある。福井県の名田庄村で 20 数年間１人の医師が無床診療所でこういったこ

とをやっている。 

岡山県新見市の哲西町、ここは事業管理者委託で直接の国保ではないが、やはりフットワークよ

くやっている。救急はちゃんと受入先があって、そこに医師がたくさん集まるように全体で考え

ていく。財政も全体で支援する。 

地域医療構想に照らしても、やはりそういう全体で守るということが大事である。 

そして、やはり「『いのちをまもり、医療をまもる』国民プロジェクト」。 

この考え方に住民説明はかかってくるのだろうと思う。医療を提供する側がいくら丁寧にきめ細

やかな議論をして進めたとしても、一方の受益者であり、当事者であり、一番の中心である住民

が、同じように理解を深め共に立ち上がらなければならないということ、これが住民説明の中で

伝えなければならない大切な部分ではないかと感じた。 

 

（委員） 

第３回目の検討委員会ということで、非常にもう実情もよく理解できたし、今後こうしなけれ

ばならないということも大体結論が出ているのではないかということは分かる。 

前回の委員会の後、東郷の方々とも話をしたが、やはり東郷住民の方の頭に残っているのは３

年前の「市立東郷病院新改革プラン」である。 

例えば、今回の資料では外来患者数が１日平均 58 人と出ているが、改革プランでは 100 人ぐ

らいの人数が出ている。たった３年間で何故こんなに変わるのか。 

確かに働き方改革など色んなことがあると思うが、当時は東郷病院をどうにか存続させよう、何

とかしようということでこんな数字が出てきたのかも知れない。 

今回は、廃止か或いは無床診療所を作るということでこういう数字が出てきたのかも知れないと

いう懐疑的な考えを持ってしまう。 

先ほど、理解はできても納得できないという話があった。私も理解はできるが、もし私が東郷

町の住民であれば３年前の改革プランを見て、今回の資料が出されたときに何で違うのかと多分

納得できないだろうと思う。 

今回、在り方検討委員会である程度の結論を出したとしても、３年前と今回とが何故こんなに違

ったのかということをきちっと説明しなければならないと思う。 

検討委員会のメンバーには改革プラン策定時と重複する委員もいるので、多分事情はよくご存じ

だと思う。部長も当時課長としてかかわって御存じだと思うが、なぜ事情が違ってきたのかとい

う話がないと、市が作るもの、在り方検討委員会が作るもの、その場その場の考え方で偏り過ぎ

るのではないか。中間的な考え方が無いのではないかと思える。 

そこは丁寧な説明が必要だと思うので、よろしくお願いしたい。 
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（委員） 

参考までに、当時、改革プランはすべての公立病院で作られた。 

これは本当に難しい計画だった。どこも、指摘のような数字になったということではないかも

知れないが、皆さん苦労して書かなければならなかった。実効性が高いか低いかということも難

しいところがあって、これが現実にどれだけ即した計画なのかというところも難しい中で書かざ

るを得なかった。これが一つ理由としてあるかも知れない。 

だから、アバウトな表現ではあるが、全国的に改革プランが策定されたものの、全く実効性が

ない、絵に描いた餅に近いではないかと評価された。 

当時はそれで良かったのかも知れないが、改革の進み方が、本当に議論と検討が足りていない

のではないかという評価の中、地域医療構想で今度は具体的に示され、問われているという側面

はあるように感じる。 

総論的には、そういうこともあるということは理解いただけるといいかも知れない。 

 

（委員） 

病院を新しくするといった話は今後の問題として、我々東郷町の住民に対して、病院が無床診

療所になったとしても医師２名で在宅医療などに取り組み、こういうサービスが受けられるので

あまり影響は大きくないということを示す必要があるのではないか。 

ただし、前回言ったように、やはり千代田病院など核となる病院については、今後は、市もあ

る程度の支援をするということを言わなければならないと思う。 

委員が言われたように、土曜・日曜に東京から医師が来て我々を診察しているということに大

変驚いたが、そういうところも市民に言っていただくと理解につながると思う。 

今の病院は昭和 40 年代に建設されているので耐震構造ではないことや南海トラフ地震があっ

たときに高台にある東郷病院が災害拠点となる可能性を考えると、新しい建物が必要不可欠では

ないかといった議論や住民の理解が最大限得られるように説明責任というところで、医師を２名

にしたときのサービスを具体的に示すことはできないか。 

 

（委員） 

東郷病院は、ある意味で今は結果的に無床になっている。常勤医師は、今、フットワークよく

頑張られているので、東郷病院の無床診療所としての姿での活動が、目に見えている部分もある

と思う。 

医師１名での無床診療所による取組を示すことができているし、休床していた２年８か月の間

は実態として入院がなかった。その間、他の医療機関に入院患者を受け入れてもらうことも東郷

病院の先生は経験しており、実態を示す数字も出ている。 

そういう意味で考えると、やむを得ずではあるが、結果的に無床の状況で常勤医師以下、職員

が訪問看護や保健活動などにフットワークよく動いているという話を聞いているので、住民に活

動を身近に感じていただくことを積み重ねていくことはとても大事だと思う。 

 

（委員） 

私も、３回目の出席になるが段々難しくなって、頑張るぞと思いながら参加していたが回を重

ねるごとに大丈夫かなと思っている。 
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というのも、私は、区長なので色んな意見を聞く。「この検討委員会は病院を潰すための会なの

か」などという懸念も実際出ている。違うとは答えているが。 

先ほど、住民に「『いのちをまもり、医療をまもる』国民プロジェクト」の考え方を説明して

いけばよいという話があった。 

一方で、例を挙げると必ず出てくるのが、「日向市内には避難タワーがすぐに出来たよ。命よ

ね。東郷病院は十何年前から言っているよ。何で出来ないのか。今度は体育館も出来るよ。」と、

その辺りを整理しないと我々が町の代表、地区の代表としてこの会議に出席すること自体の意義

が問われる。 

最初は鉢巻き締めてやろうと思っていた。ところが、今は鉢巻きがずれて自分で首を締めている。

地元に帰ったらまた会議の内容を聞かれるが、どのように説明していいか分からない。 

だから、「箱物は整備されるから我慢してくれ」とか「医者を見つける」といった話までしな

いと、この会は何をしているのかと言われることの方が多い状況である。 

 

（委員） 

言われたように、箱物を整備することはできる。しかし、医者を見つけてくるということが、

もう通用しない。 

医者を見つける一番の大元が我々のいる大学であるが、大学からは、もうこの 10年 20年十分

な人数を送り出せていない。だから、本当に先生方は苦労されて、東京から当番医に毎週来ても

らって切り盛りしているという実態をやはり知らせることが必要である。 

私も岐阜で住民から非難された経験があるが、無い袖は振れない。 

お金を積んで連れてきた医者には問題がある場合もある。悪い評判を作って、無茶苦茶になって

居なくなるというようなことを繰り返してしまうこともある。 

今働いている先生は一生懸命やっているので、そういう事実を住民に丁寧に伝え、住民側もし

っかり受けとめて、この検討委員会で協議されている内容や背景を知ってもらう必要がある。 

東郷病院も大変であるが、市街地にある医療機関であっても実は大変な状態にあるということ

を、区長さん、首長さんが矢面に立って説明する過程は避けて通れないと思う。 

危機感を共有してもらい、減点法ではなくて、先ほど委員が言われたように、この状況をバネ

にして逆転の発想で、安心して親を地元で見ていられるような体制を東郷地域で作れば、これは

これですごくいいやり方になると思う。 

もう一つ、例えば、美郷町に６人の先生がいるという形になると、自治医科大学から派遣され

た先生達なので若い。その先生達が、逆に日向の町の民間病院の救急をちょっと手伝いに行くと

いったような自治体の枠を超えてコラボするということをどこも今やり始めている。 

一番有名な例が、岐阜県の郡上市、高山市、白川村である。首長同士が協定を結んで先生達 10

人ぐらいのグループを作って、それで６か所か７か所ぐらいの病院と診療所を全員で切り盛りし

ている。 

そうすると、例えば、朝は東郷で診療して昼からは椎葉でやってと、そのまま当直に入ってま

た次の日はちょっと休んでまた東郷もやるといった。広域で在宅とかをシェアするような形にす

ると先生たちも疲弊しなくなる仕組み。 

東郷の中で２人の医師で何とかしようという枠組みである限りは、幾ら医師を揃えてもなかな

か足りない。 
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広域で自治体の枠を超えて連携するということは、首長にとっては英断が必要であるがそういう

先進事例もあるので現場を見ていただくといいのではないかと思う。 

 私が勤めていた所もほぼ公立だったが、入院をお願いしていた病院の、日向入郷地域で言えば

済生会日向病院のような病院の先生たちが減って、そちらの病院が大変だった。 

普段、我々のいた診療所では当直はしないが、２年くらい、そちらの応援に行くようになった。

そうしないと町の救急を守れなくなるためだった。 

だから、公立と民間の壁を超えるとか、自治体の壁を超えるとか、住民にも色々と苦言を言わ

れる人に対しても正直に事実を伝えて一緒に考えてもらう。 

そういう運用の仕方の部分で知恵を出していくことも良いのではないか。 

これだという正解が無いので、この地区に合ったやり方を何とか作っていかなければならないと

思う。 

 

（委員） 

日向市内に避難タワー等の箇所数や投資額を調べたところ、避難タワーが６か所、命の山１か

所で計 11 億円が投資されている。避難タワーを造ることは大事なことだが、しかし南海トラフ

地震が来なければ避難タワーは活用できない。病院は、造れば明日からストック効果があるので、

その辺りの判断には住民から厳しい意見が出ると思われる。 

しかし、私は、やはりシステムを安定させたい。建物を造ることよりも、先ず、医師が２名で

こういうサービスを提供し、看護師が今 21 名いるから、病院に必要な人数が６名か８名かは分

からないがその体制で診療を行い、あとは外に出て、在宅でも安心することができる看護、訪問

などの実例を見せていただきたいという気持ちが強い。 

 

（委員） 

箱物という意味では、東郷病院は総合施設併設の無床診療所がよいのではないか。 

既に東郷には立派な総合施設があるので一体化されるとフットワーク良く活動するための地域

包括ケアの拠点としてもっと強化できる。そういう整理をすれば住民から見てもすばらしい箱物

である。 

施設としては無床かも知れないが、在宅に出て行って、委員が言われた先進的な取組も含めて、

そこに若い先生も来て、教育的な要素があって、持続可能な部分の要件も満たしていく。 

そういう意味で本当に仕組みが大事である。県外にもそういった無床の拠点でやっている事例

もある。 

郡上市の話があった。私たちは美郷町内だけで６人でやっているが、郡上市は町や市を越えて

広域的な取組（※）を開始すると聞いている。 

 

   ※ 令和２年４月、２市１村（郡上市、高山市、白川村）により全国で初めて自治体のみで構成す

る地域医療連携推進法人を設立する予定。 

連携対象は、基幹病院である郡上市の国保白鳥病院、高山市の荘川診療所、白川村の白川、平瀬

診療所など計１０施設。 
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 全国的に見ると、そういう場所を造る動きが始まっているということも感じていただきたい。 

ただし、住民にはそういった情報は見えにくいので丁寧な説明が必要である。 

そういう意味で、このプロジェクトも国を挙げた取組の流れの一つであるし、生の姿を見せられ

る機会の一つではないかと思う。 

 

（委員） 

今まで皆さん方の御意見を聞きながら本当そのとおりだと同感している。医療を取り巻く環境

についても両先生のお話どおりで、是非、お話しがあったように在宅に力を入れていく方向で進

めていただきたいと思っている。 

私は地域の「いきいきサロン」で毎月１回近所の方と一緒に活動し、週 1回 100歳体操も行っ

ている。その際、高齢者から色々な話を聞くが、委員からあったようにやはり 30 床の病院に期

待を持っていた。 

しかし、本年 10 月、地域の人が崖から落ち、ドクターヘリで大学病院に搬送されて手術を受

け、そして、最近日向市内の病院にリハビリのために帰って来たということが実際にあった。 

そういう緊急の場合には大きな病院での対応が可能だということで、必ずしも地域の病院で診

てもらいたいということについては、やむを得ないというか、もう現実として見ているので 30

床の病院であることが必要とまでは言ってない。 

しかしながら、高齢者の免許返納などということになると、今は市内の病院まで通えているが

今後が不安だということで、とにかく自分たちの医療に対する不安が無くなるような施設を無床

でもいいから欲しいという話を聞く。 

私から地域の方々に細かいところまでを説明することは難しいが、今言ったような医療を取り

巻く状況について、お医者さんがいないとか、働き方改革とか、東郷病院にお医者さんを見つけ

るとしてもなかなか厳しいという話をすると理解は示していただいている。 

しかし、やはり安心できる医療機関というのは、何とか残して整備してほしいという願いは強

いようである。 

 

第１回目にも話したが、家内を４月に亡くしている。そのときに終末期医療で点滴をするのに

自宅に帰ってはどうかと医師から話があった。 

東郷病院に相談し、週２日の訪問看護でということであったが、緩和ケアとして実際には毎日の

点滴が必要であった。結果、病院で最後迎えることになった。 

このようなことからも、両先生が言われるように在宅医療、訪問看護を是非充実していただい

て、毎日できるようになれば住民としては安心できるのではないかと思う。 

 先ほど言ったように、大怪我をしても回復期にある人は近くに帰ってきて家族も市内であれば

見舞いにも行けるということで、私の周りではある程度は理解が進んでいるように感じる。方向

が決まったら、大変だと思うが市民に対する説明を是非お願いしたい。 

最後に、オンライン診療に関する情報を提供いただいたことにお礼したい。 

県内の公立診療所での取組の例も聞いているが、なかなか厳しいようである。 

厚生労働省で指針を出して色々と検討していると聞いているが、実際は医師が取り組むかどうか

ということになるので、将来的な検討課題にしていただくとありがたい。 
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（委員） 

有床から無床への転換事例や無床診療所での取組事例が、県内或いは鹿児島や大分などにもあ

れば教えていただきたい。 

また、様々な課題があると思うが、その課題への対応としてサービスや取組事例について調査

をお願いしたい。 

 

（委員） 

委員から無床について説明をいただいたが、無床にしたらどうなってくるのか、問題はないだ

ろうか、というところは一番心配になってくると思う。 

課題に対しどのように対応しているのか、包括ケアや訪問診療などが話に出てきたが、他県、

他団体での事例があれば教えていただきたいと思う。 

 

（委員） 

他の自治体でも、この在り方検討委員会のような組織もあったと思うが、その委員から話を聞

くことはできないか。 

この会議だけでは物足りないというか、話がどんどん進んでいる感じがするので経過も知りたい

と考えている。 

 

（委員） 

東郷病院の今後は、地域住民として本当に重大な決断になる問題である。 

今までの行政の説明にも責任があると思うが、これまで、医師が３人いれば 30 床の病院は可能

であるとずっと言われていた。ある時点で判断する中で、無理なら無理だということをはっきり

と言えば、まだ、ここまで来なかったと思う。 

しかし、やはり委員が言われるように、ずっと夢を見てきた部分があるから、それをどう払拭

するかということになると実際の事例を見たり、試行的に運営したりして納得させることが必要

ではないか。その上で建物はどういう規模にするかという議論に入った方が上手くいくのかので

はないかと考える。 

 

（委員） 

一定の方針を固めることと、住民の意見を聞くということ、どちらが先かというと難しい問題

だと思う。実際に地域を回って本当にそれを肌感覚で感じた。 

在るものが無くなるということ、つまり病院が存在すること自体が地域の利便性であって、それ

が無くなるということは非常に大きなハードルだった。これは実感として感じた。 

しかし、そうは言っても現実があるということを説明すれば、住民一人ひとりが、「そうやな、

そうやな」と理解していただける。 

委員の難しい立場や言われることも分かるが、ただ、やはり、この在り方検討委員会でこれだ

けの議論をしてきたことを踏まえて説明をし、理解していただくものではないかと考える。 

私自身も 28 年間今の場所で勤務しているが、（入郷地域で医療機関が連携することは）昭和 60

年ぐらいからの構想だと聞いている。 

旧５村で、少なくとも諸塚村を入れて 4村でやろうということで、各村長さんには総論では賛
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成していたが、各論になると進まなかった。 

やはり、病院が存在すること自体が地域の利便性であるということだからではないか。 

それでも、まだ時代が許して何とか今日まで持ってきたということだと思う。 

しかし、いよいよ事情や背景が一変してしまったということがあって、私は６年前から現状のま

まではもう持たないということを伝えてきた。 

延岡市が「延岡市の地域医療を守る条例」を制定したが、非常に画期的だった。県立延岡病院

が少し復調してきたと思う。 

美郷町でも町民、区長会が声を上げて議員発議で条例を制定し、地域の医療を守る取組を進めた。 

同様に県議会にも働きかけを行った。実は宮崎県でも「宮崎県の地域医療を守り育てる条例」が

制定されている。平成 25年に県議会に呼ばれて説明し、県を挙げての取組をお願いした。 

その頃から、美郷町の医療提供体制の在り方の検討をしなければならないと考え、ずっと動こ

うとしていたが、これが先ほど申し上げたハードルで動きが取れなかった。 

本当に大きな課題で、どちらが先か後かということは難しいところである。 

 

（委員） 

ここからは個人的な意見であるが、赴任当初、ずっとここにいると言ったが、宮崎大学に行く

と地域に説明をしに回ったときは最初にお詫びをした。それでも、医師を揃えることが難しい現

状がある中、医師が育つ仕組み作りに何とか残りの年数で取り組むので力を貸して下さいという

ふうに頭を下げた。 

最初は、住民が非常に不満をもっていることが感じられた。やはり、わだかまりがある段階で

はいくら良い話を聞かされても伝わらない。そこは、腹を割って話すしかない。 

なかなか医師を連れて来ることができない中、診療所には週に一日半の出張診療しか行けないが

夜の電話には必ず担当の看護師が出て先生に必ず繋げるという話をした。 

当時、勤務していた医療機関から 30 ㎞くらいのところまで往診していたが、そこで死にたい

という人がいれば、近隣の先生達と力を合わせて、先ずは看護師が対応し、最期に脈をとるのは

順番を決めて医者が 365日必ず対応できるようにすると頭を下げ、理解していただいた。 

先ほど委員が言われたように、住民の「３年前の改革プランの内容と違うではないか、改築す

ると言っていたではないか」という意見、わだかまりがある部分について、事情が違ってきた背

景や経過を市長とは言わないが、準ずるような人が非難される覚悟で丁寧に説明する。針の筵み

たいになるかも知れないが、そういった壁を乗り越えなければならないと思う。 

 

（委員） 

病院の改築についても相当議論して、現在の場所でということになっている。 

そういう経緯もあるもので、「改築します、改築します」と十数年が経っているので針の筵どこ

ろではない気がするが、そういう経緯があるので、住民の頭には改築するものだという認識があ

る。 

 

（委員） 

病院のイメージ図もある。絵も出来ているが外してある。 
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（委員） 

先進事例の話が出たが、私もインターネットなどで調べて両委員の取組も拝見した。 

2018年３月 15日放送のＮＨＫテレビの視点・論点で、「これからの地域医療を考える 『地域

まるごとケア』とは」では東近江市永源寺診療所の先生が話を見て資料も取得した。 

全国各地に様々な事例があるので、それらを参考にしながら東郷・日向地域でどのような形での

地域医療が可能かということを市で整理し、事例を紹介してもらえると今後の話が進むのではな

いか。 

 

（委員長） 

次回は１月 16日の予定となっているが、資料準備はどうか。 

 

（事務局） 

転換の事例をということで意見をいただいた。資料収集や精査には期間が必要となる。 

また、次回会議では答申の内容を協議いただく予定であったが、本日の議論からすると転換事

例と答申との協議を併せて行うことになる。 

 

（委員） 

我々は、重大な決議をするわけだから、しっかりとした資料で会議回数も増やして慎重な審議

を行いたい。 

そして、１回目で言った救急車配備の可能性などを議論するとなると、やはり４回目に事例を

いただいて、日向市として診療所の取組について意見を出し、５回目でまとめるということにな

れば我々も委員になった価値があると思う。 

 

 

委員長から、改めて第４回会議の日程調整を行うこと、第５回会議を追加開催することにつ

いて諮り、各委員の了承を得る。 

 

 

（委員長） 

それでは、事務局は、資料の準備と併せて、改めて第４回と第５回の日程調整を行うというこ

とでお願いする。 

 

 

 「第３回 日向市立東郷病院の在り方検討委員会」を終了 

 

 

 


