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台風や長雨が続き、秋の清々しい天気になかなか恵まれない。そんな中、

リオ五輪・パラリンピックの日本選手の活躍は、一服の清涼剤であり活力

剤となった。とりわけ男子 400m リレ－の銀メダルは圧巻であった。

100m10 秒台の記録を持つ 4 選手の走力があればこそ産まれた快挙ではあ

ったが、日本の武器はアンダーハンドパスであった。一般的なオーバーハ

ンドに比し、接近してバトンパスしなければならない分、時間をロスする

ことになる。腕の上げ方、スタートの立位置など、数 cm 単位の工夫が凝

らされた。リスクはあったが豊富な練習量で精度を上げた。3 冠のボルト

は「日本がメダルを取るために注いだ努力に拍手をおくりたい」と祝福し

た。まさに緻密な計算に裏打ちされたチームワークの勝利であった。 

ところで、わが新病棟完成時には引越プロジェクト大作戦が展開された。

多くの機材物品とともに、寝たきりや人工呼吸器装着者を含む多数の患者さんを安全に移動させなければ

ならない。重症度を勘案し、5 個病棟を 3 日間で移動する作戦である。3 ヶ月前から毎週協議を重ね、綿

密な計画が作成され検証された。職員は統括、物品係、監視係、患者係に役割分担された。物品係は旧病

棟での払出しから新病棟での受入れ、台車等の車輪拭き等を担い、監視係はエレベーター操作、搬入経路

の交通整理等を、患者係はベッド搬送、搬入物品の荷物整理、配置場所の確認等である。3 日間とも統括

指示の下、リハーサル通りの安全で迅速な移動作戦が展開された。まさに緻密な計画に基づく金メダル級

の見事なチームワークであった。 

この度、私たちはようやくクリーンで広々とした療養環境を提供できたところである。地域包括ケアシ

ステムが構築されていく中、宮崎東病院は職員全員で、良質かつ高水準の医療の提供を目指し、地域の期

待にこたえていきたい。 
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この度、開放型登録医療機関に指定いただきありがとうございます。 

 平成 28 年 5 月 12 日、恒久に皮膚科を開設しました。恒久はとても広く、周囲に看板を出していない当院へ

は今日も場所の問い合わせの電話が鳴ります。江南病院と野崎病院、周囲の先生方のクリニックを目印に道案

内させて頂くと分かって頂けます。来年にはお隣に眼科もできるそうです。「269 号線バイパス沿いクリニック」

の一員として頑張りますので今後ともよろしくお願いいたします。 

 私は延岡市で開業医の娘として生まれ、宮崎西高から愛媛大学へ進学後、入局を機に宮崎へ戻りました。当

時の宮崎医科大学皮膚科は初代教授井上勝平先生の伝統が色濃く残っており、私は開設以来 3 人目の女医との

ことでした。男性と同じように大学、県病院で朝から夜中まで続く手術を経験したり、重症患者さんを受け持

ち病院に寝泊まりしたり、外来医長、医局長をさせて頂いた経験は何物にも代えがたい糧となっています。ま

た、東病院へは外勤に伺っていたこともあり大変お世話になりました。抗結核薬による薬疹や他院を受診でき

ない患者さんの皮膚がんの手術など沢山勉強させていただきました。新病棟へは伺ったことはありませんが、

益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 クリニックは宮崎県産のスギを沢山使った患者さんにも気持ちが良いと好評の建物です。杉は学術名を

「Cryptomeria japonica(クリプトメリア・ジャポニカ)」ギリシャ語で日本の隠れた財産という意味があるそう

です。くるみ皮膚科では 73.35 ㎥の杉と 2.98 ㎥の桧が使われており、13.4t-C の炭素を固定していることにな

るそうで、地球環境にも貢献しています。2 つの診察室と小手術などを行う処置室があります。難治性炎症性

疾患(尋常性乾癬やアトピー性皮膚炎など)に用いる光線療法、多汗症に用いるイオントフォレーシス、細やかな

悩みにお答えするため自由診療も少々行っております。周囲の住宅地から生後 20 数日の赤ちゃんから 90 代の

方まで老若男女の患者さんが受診され「近くに皮膚科ができて嬉し

い」と喜んで頂き有難い限りです。 

 「くるみ」の由来は、「皮膚は Life(いのち・くらし)をくるみ、ま

もる」という想いからです。緒方克己先生の「皮膚は命を包む袋」

というお言葉に肖りました。大学や県病院で経験させて頂いた「生

命」に関わる仕事をこれからさせていただくことはもうないでしょ

うが患者さんの「生活」がより良くなるように微力ながら勤しんで

まいります。 

 今後とも先生方にお力添えを頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 開放型登録医療機関紹介 

   

くくくるるるみみみ皮皮皮膚膚膚科科科   

院院院長長長  加加加嶋嶋嶋   亜亜亜紀紀紀   先先先生生生   

   

〒880-0916 

宮崎市大字恒久 5980 

TEL 0985-50-9630  FAX 0985-50-9631 

診療科：皮膚科 

※開放型登録医制度 

 宮崎東病院では平成 16 年 9 月より開放型病床を設置しております。 

開放型病床とは、かかりつけ医師（開業医）と宮崎東病院医師（主治医）とが連携して、入院診療を行うと

いうものです。患者様にとっては、かかりつけ医師との関係がとぎれることがないため、入退院への不安が軽

減されます。 

 現在、100 医療機関の先生方にご登録いただいております。 
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 9 月 1 日、当院大会議室において第 12 回宮崎東病院開放型病院登録医運営委員会が

開催されました。ここ数年 KITEN のホールで執り行われておりましたが、今年は稼

働して間もない新棟大会議室で内覧も兼ね開催となりました。外部からの参加者は 33

名で例年よりやや増加したようです。登録施設が徐々に増していることが参加者増加

のひとつの要因かと思われます。 

 院長挨拶では、次の 2 点が述べられました。まず、この会議室を広く外部に開放し、

講演会やイベントなど活発に活用して頂きたいこと、次に今回の協議会を通じ登録い

ただいた先生方との結びつきを密にしていきたいという内容でした。 

 次に当院職員による講演で、第１席「肺癌の新しい治療～免疫療法について～」（腫

瘍内科医 森山英士）、第２席「がん化学療法認定看護師の取り組みについて」(がん

化学療法認定看護師 村上純子)、第３席「当院での嚥下造影検査について」（言語聴

覚士 外山英）というプログラムでした。抄録については後述しておりますので参照

ください。 

 最後に質疑応答がなされ次のような質問、要望、意見が出されました。 

・ オプジーボの適応、患者さんをどうセレクトしているか。基準を設けることは必要だと思う。 

・ オプジーボにより完治した例はあったか。 

・ 嚥下訓練、誤嚥をしない経口摂取のこつを教えてほしい。 

・ 脳血管障害のある患者の嚥下機能改善は困難だとのことだが、実際はそのような患者さんは多い。取

り組みの強化を願いたい。また、VF だけでなく VD もゆくゆくはお願いしたい。 

・ 胃瘻を造設する前のステップとして嚥下訓練による機能改善を試みることは重要なことだと思う。 

・ 神経難病の患者さんでレスパイトケアをお願いしたい。 

・ 以前ファックスでの紹介はできないと言われたことがあったので善処願いたい。 

 以上の内容で、会は終了致しました。お忙しい中参加いただいた先生方におかれましては、この場を借りて

心より御礼申し上げます。前述致しましたが、この会議室を広く外部に開放し、また近隣の先生方との結びつ

きをより密にしていくことができればと考えております。もしご利用の希望がありましたらご一報いたただけ

ると幸いです。 

                                 

 

 

 

肺癌に対する治療は、対症療法・緩和ケアを土台として、局所療法である手術・放射線治療

や全身治療である殺細胞性抗がん剤や分子標的薬を用いた抗悪性腫瘍薬による治療 から

適切な方法を選択することが行われてきました。  

非小細胞肺癌に対する新たな全身治療として免疫療法が 2015年 12月に保険適応となりま

した。この免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブ（商品名：オプジーボ）によ

る治療で 、肺扁平上皮癌 （ Check-mate017 試験 ） ・ 非扁平上皮非小細胞肺癌

（Check-mate057 試験）各々の第三相試験において、二次抗がん剤治療の標準治療の一つで

あるドセタキセルに対して 統計学的に有意に全生存期間を延長し、有害事象も軽度であるという結果がえられ、二次

治療の標準治療とみなされました（日本肺癌学会の肺癌診療ガイドラインによる推奨度は、扁平上皮癌で A(強い科学

的根拠があり、行うように強く勧められる)・非扁平上皮癌で B(科学的根拠があり、行うように勧められる)）。 ただ、有害

事象は一般的には軽症なのですが、大腸炎・重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能低下症、重症筋無力症、間質性肺

疾患などの免疫関連副作用 irAE(immune related Adverse Events)を呈することもあり、注意が必要です。当院では、

～2016年 8月までに 10例に投与を行い、効果は PR/SD/PD/NE=2/3/2/3 という結果でした。また、高額の薬価につ

いても注目が集まり、これまで以上の適正使用が必要となっています。 

第 12回宮崎東病院開放型病院登録医運営委員会開催 

内科医師 

谷岩 公博 

講演１ 肺癌の新しい治療～免疫療法について～ 

腫瘍内科医師 

森山 英士 



                                                                                                                                         

 

独立行政法人 国立病院機構 宮崎東病院／広報誌 NEWS 宮崎東                         2016 年 9 月第 105 号/年 6 回奇数月発行 

 

 

 

 

9月 1日 第 12回宮崎東病院開放型病院登録医運営協議会において、「当院で行って

いるがん免疫療法のオプジーボ使用について～看護師の立場から～」というタイトルで

お話しさせて頂きました。 

内容は、１．当院のオプジーボ採用にあたり実施した学習会と投与時に使用する副作

用観察シートの整備について、２．実際に投与した患者の経過とその看護について ３．

今後の課題 の３点でした。 

オプジーボは、これまでの殺細胞性抗がん剤とは異なる作用機序及び副作用症状の発

現が示されていたため、導入する前に投与管理における注意点や副作用観察の視点につ

いてスタッフへ指導を行い、安全な投与管理へ向けての体制整備に努めました。この治

療では、大きな副作用が無い限り、２コース目からは外来化学療法で治療が継続できる

というメリットがある反面、薬剤の影響が数週間から数か月後にも及ぶという特徴から、

在宅でのセルフモニタリングに対する患者指導及び外来との連携が重要となります。 

今後も、病棟と外来、そしてコメディカルを含めた多職種が患者と共にチーム 

一丸となって、安全・安楽・確実な治療継続に向けて組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

はじめまして、言語聴覚士の外山 英と申します。臨床経験は 7 年目で、以前は鹿児

島の総合病院で勤務していました。若輩者ではございますが、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

先日の開放型病院連携協議会では「当院の嚥下造影検査・嚥下訓練」についてご紹介

致しました。嚥下造影検査は、摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下造影マニュアル

を参考にし、安全・有用な情報を得られるように実施しており、目的・適応・姿勢（代

償手段など）・使用食品についてお話ししました。使用食品は各施設で大きく異なるこ

とも多いため、ここでは当院で用いている使用食品についてご紹介させていただきたい

と思います。 

・ゼリー・プリン・リンゴジュースとろみ（ジャム状）・リンゴジュースとろみ（蜂蜜状） 

・リンゴジュース（ポタージュ状）・お粥・米飯・ビスケット・リンゴジュース 

以上の 9 つの食形態を用意しており、この中から、患者様に適した食形態を 3～4 つ選択しています。今後、当

院の嚥下造影検査を開放型病院の患者様にもご利用していただけるよう準備をしておりますので、ご利用可能

となり次第、ホームページ・院外広報誌にて掲載致しますのでご高覧下さい。 

嚥下訓練では、舌の運動訓練についてお話ししました。高齢者の嚥

下障害の方は、舌の粗大運動は良好でも、巧緻性の低下している方が

多く見受けられます。舌巧緻性運動向上を図り、誤嚥予防につなげて

いただけるように今回は２つ訓練方法ご紹介させていただきます。 

内容的には簡単なものでありますが、評価視点をもつことで訓練のみ

でなく嚥下障

害患者の選別

にも活用でき

ると考えてお

りますのでご

活用いただき

たいと思いま

す。 

 

講演２ がん化学療法認定看護師の取り組みについて 

がん化学療法 

認定看護師 

村上 純子 

講演３ 当院での嚥下造影検査について 

言語聴覚士 

外山 英 

 

①軽く口をあける 

②顎が動かないように、舌尖を前歯の裏の歯茎

に触れるように上げ下げしてもらう 

※前舌の運動低下は嚥下圧低下を招いてしまう 

 

【奥舌の運動訓練】 

①軽く口をあける 

②前舌をスポンジなどで押さえ、奥舌

の動きに集中できるようにする 

③力強く「か」と言ってもらう 

※奥舌挙上低下している方は、水分な

どの早期咽頭流入による嚥下タイ

ミングのズレを招いてしまう 

【舌尖の運動訓練】 
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平成 28年 8月 1日、待ちに待った新病棟での運用がスタートしました。

この日を迎えるまでには、患者を安全に新病棟へ移動させるために、移転

にかかる院内全体の動きを計画・調整・指示・掌握することを目的とした

委員会「ＨＧＳ大作戦～引越頑張るぞ！チーム塩屋～」と称したプロジェ

クトが発足され、リーダー塩屋副院長を先頭に活動しました。プロジェク

ト委員会は 5月からスタートし、毎週約 1時間を設定し行っていきました。

メンバーは、医局・看護部・事務部を主とし、議題によっては必要な部門

の職場長を招集し、検討を進めていきました。中間管理者以上のメンバー

で構成されたことで、意見の集約や伝達がスムーズでありました。また、

引越をするにあたり何をするべきか、1 週間ごとの緻密なスケジュールを立

てましたので、スケジュールを評価できるように委員会も週単位という短

い間隔で開催されました。委員会では、各部署の進捗を確認したことで互

いを刺激するのに良い機会となり、準備が遅滞することもありませんでした。 

各部署での準備が整った引越 1 週間前には、リアルなイメージができるよう心肺蘇生訓練用のモデ

ル人形を用い、ルート検証を含めたリハーサルを行いました。検証では、実際に患者搬送の役割を担

うメンバーに参加してもらい、担当者にイメージを持たせることもできました。 

いよいよ引越当日、担当毎に分かれて業務内容

を最終確認した後、総括である看護師長の合図で

混乱することもなくスタートできました。今回の

引越では、専門業者に依頼することなく、院内の

スタッフのみで患者を安全に移動することがで

きました。 

これは、この委員会が緻密な計画を立てたこと

でスタッフそれぞれが役割を果たし一丸となっ

て進めてきた成果だと考えます。ご協力ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

新病棟移転に伴う引越プロジェクトの紹介 

～宮崎東病院 HGS大作戦～ 

引越プロジェクト委員 

千代森 夕子 

＜リハーサル風景＞ 

＜引越当日の風景＞ 
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神経内科の原 善根です。半年間の研修も終わり、この場所を離れることになりまし 

た。この病院での診療を通して、大学で初期の診断・治療をした後の神経難病の患者さん

がどのような経過をたどり、どのような最期を迎えていくかをみることができました。こ

のことは患者さん一人ひとりの性格、死生観、社会背景などに配慮し、よりＱＯＬを高め

るために診療に取り組むことの重要性を再認識するよいきっかけになりました。また神経

内科外来や胃瘻造設・中心静脈路確保の手技、気管切開後の管理も経験することができ、

技術・知識面でも充実した診療内容でした。半年という短い期間ではありましたが、非常

に充実した楽しい生活を送ることができました。まだまだ未熟ですが、いつの日か一回

りも二回りも大きくなって戻ってくることができればと考えています。 

ご紹介頂いた先生方には、この場をもちまして感謝申し上げます。本当にありがとう

ございました。 

 

 

 
 

 

今年の夏は、非常に暑い夏でした。特に西日本では海面水温が高く、今年 8 月の気温は 2010 年

に次ぎ高い気温で推移したようです（気象庁情報より）。9 月に入ってからは、台風が続けざまに

発生し、日本列島各地に被害をもたらしています。宮崎県でも、台風 16 号が猛威を振るいました。

被害にあわれた方におかれましては、お見舞い申し上げます。今後どんどんと秋が深まってきま

すが、今年はどんな季節の移ろい方となるのでしょうか。季節の変わり目は、体調管理も難しく

なります。どうかご自愛ください。                  （編集委員 Ｍ） 

 

異動のお知らせ 

神経内科医師 

原 善根 

＜新病棟移転計画スケジュール＞ 


