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院長 

比嘉 利信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

宮崎のお正月は、春を思わせる穏やかな陽気であった。青島の海は透

き通っていて魚が気持ちよさそうに泳いでいた。宮崎東病院では新病棟

が完成し、西側の階段から望む夕日が美しい。 

ところで、昨年暮れに新病棟の大会議室で宮崎ジュニアオーケストラ

によるクリスマスコンサートが開催された。宮崎ジュニアオーケストラ

は 1965 年に創設された伝統ある青少年による管弦楽団である。当院に

おけるコンサートは、2013 年まで体育館構造の広いデイケア棟で開催

されたが、建替え工事に伴い、28 回続いた演奏会は一時休止となった。 

さて新装となった約 130 名収容の大会議室ではあったが、オーケスト

ラの演奏には舞台の幅が狭く、天井が低いとのことであった。しかしながら、会場に合わせた楽曲の

選択や工夫をこらしていただき、再開されることとなった。 

当日は、師長さん達がハンドベルでもてなしてくれた。会場は楽団の譜面台が窮屈そうに並んだが、

客席は患者さん、団員の父母、職員で程良く一杯になった。私にとって久しぶりに聞くオーケストラ

の演奏は素晴らしく、清々しい気持で聞き入り、感動で涙が溢れそうだった。多忙な１年がすべて流

され心洗われるひとときであった。素敵な演奏をしていただいた皆さんに感謝である。 

宮崎東病院にとって、新病棟完成と共に新しい扉が開かれた。大会議室は院内の研修会議のみなら

ず、地域における医療介護に関わる研修・研究会にも積極的に開放していきたい。音楽会も良い。本

年も新たな気持で、地域の中で信頼され、愛され、そして患者さんに優しい思いやりのある病院を目

指していきたい。 
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宮崎東病院の基本理念 

「主役は病める人」をモットーとして患
者さんの人権を尊重し、良質かつ高水準
の医療を提供します。 

 

国立病院機構の理念 

私たち国立病院機構は、国民一人ひと
りの健康と我が国の医療の向上のため
に、たゆまぬ意識改革を行い、健全な
経営のもとに、患者の目線に立って懇
切丁寧に医療を提供し、質の高い臨床
研究、教育研修の推進につとめます。 
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平成 28 年 1 月より、三股町の「山下医院」で院長をしています。近隣の医療機関というわけではありません

が、呼吸器内科としてのつながりもあり、このたび開放型医療機関として登録して頂きました。 

自己紹介ですが、生まれは当時産婦人科であったこの「山下医院」です。千葉県で育ち、宮崎医科大学へ進

み、平成 20 年に卒業、宮崎大学での初期研修ののち第 3 内科に入局しました。伊井先生をはじめ、大学病院の

ときに病棟医長だった佐野先生や、その後がんセンターでの研修にあたり親身になって下さった森山先生など、

宮崎東病院の先生方には大変お世話になりました。 

今回当院は「内科・呼吸器内科」の医院に生まれ変わり、気管支喘息や軽症の肺炎など大学病院やがんセン

ターでは診ることがむしろ少なかった common disease を多く診るようになりました。都城・三股エリアには

数えるほどしかいない呼吸器科医の一人として、地域に貢献できたらと思っています。ただ、びまん性肺疾患

や肺結核などに関しては検査や治療をこのエリア内で完結することが難しく、宮崎東病院にお世話になること

が多くなるかと思います。 

当院はまた、在宅医療にも力を入れています。100 歳近い高齢独居の方や、がん終末期の方、神経難病の方、

うつ病で自宅から出られない方など、三股町や都城市東部を中心に広く訪問診療に回っています。近隣の多く

の訪問看護ステーションや薬局などと連携し、看取りまで含めた、安心で信頼できる在宅ケアの提供を目指し

ています。宮崎東病院からも HOT を要する間質性肺炎の方が自宅に

帰るにあたりご紹介頂き、必要な時にまた入院をお願いするケースが

ありました。急性増悪のリスクを抱える中でびまん性肺疾患の患者さ

んの在宅医療、特に看取りをいかに行うかは難しい課題ですが、患者

さんやご家族の希望を叶えることができるようにしていきたいと考

えています。 

最後に余談ですが、以前宮崎東病院のすぐ近くに住んでいたことが

あり、子どもを連れて散歩がてら、新しい病棟が完成していくのを間

近で見ていました。新病棟の中にはまだほとんど入れていませんので、

連携医療機関として、入院時の共同診療や退院前カンファレンスに足

を運びたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 開放型登録医療機関紹介 

   

山山山下下下医医医院院院   
   

院院院長長長  郡郡郡山山山   晴晴晴喜喜喜   先先先生生生 

   

   

〒889-1901 

宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 4672-4 

TEL 0986-52-1348  FAX 0986-52-1540 

診療科：内科、呼吸器内科 

※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、101 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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臨床検査技師長 

米野 修一 

 

 

 

第 70回国立病院総合医学会は、平成 28年 11月 11日（金）、12日（土）の 2日

間、沖縄県宜野湾市にて、「医療構造の変化と国立病院機構に問われる役割 －命（ぬ

ち）ぐすい、温かい医療を広げよう－」をテーマに開催されました。 

国立病院総合医学会は、発表参加とも、機構病院、高度専門医療研究センター、

ハンセン病療養所のすべての職員が対象で、業種には関係のない数少ない学会です。

今回の参加者は 8,000名と聞いており、日本では最大級の学会です。 

学会長の九州医療センター村中光院長先生は、｢我が国の人口構成は若年層の減

少、高齢者の急激な増加の流れにあり、さらに 2025年頃には全人口の減少が始ま

るということが不可避であり、次の時代に向かい種をまき育てる段階に入らなけ

ればなりません。そこで、医療・看護・窓口対応など

患者さんと接する様々な場面、部署で満足度が試され

るものと考えており、確固たる信念を持ち、目標を目

指しぶれることなく桃李成蹊を旨に着実にかつスピ

ード豊かに突き進んでいく必要があると思っていま

す。機構病院、高度専門医療研究センター、ハンセン

病療養所、すべての施設が、その情報と智慧を結集し、

明日の医療を語り合いましょう。｣とのご挨拶でした。 

11日、12日の 2日間にわたり、シンポジウム、一般口演、ポスター

発表等、様々な発表が行われ、各会場は熱気に包まれていました。特

別講演 1『加速するウイルスと癌ゲノムの進化に如何に立ち向かうべき

か！？』根路銘国昭 先生（（有）生物資源研究所所長 獣医学博士）、

特別講演 2『努力は実る』山崎敏廣 先生（日本相撲協会立行司 第 36

代 木村庄之助）の特別講演には多数の参加があり、参加者は熱心に聞

き入っていました。私は、シンポジウム 22 "検査"『臨床検査技師の役

割と未来 ～とどけ、美ら島のちむぐぐる（心）～』を聴講し、今後

の医療改革に伴う臨床検査技師の在り方について報告議論され、ニー

ズに応えていけるような研究検査科の運営、臨床検査技師の育成等、考えさ

せられる内容でした。また、参加したランチョンセミナーの 1つは、「病院

経営基盤の強化のための企画課の役割について考える『各病院での取り組み

と九州グループ内での連携の事例』」で各施設の企画課の創意工夫した取り

組みが報告され大変刺激を受けました。もう 1つは、「材料費率の低減に向

けた取り組み」で NHO金沢医療センター 企画課、国立研究開発法人国立国

際医療研究センター総務課調達企画室 の 2施設による契約方式見直による

契約価格の低減の評価が報告されていました。健全な病院経営に貢献できる

よう常に考えることが大事だと思いました。 

今回、宮崎東病院職員の発表において「看護師と保健師の結核患

者に対する内服支援の特徴」 河野智寛 看護師がベストポスター賞、

「国立病院機構の臨床検査部門に特化した情報システムの構築」 

米野修一  臨床検査技師がベスト口演賞を受賞しました。比嘉院長

先生をはじめ皆様の協力による当院の取り組みの評価で、受賞は大

変うれしく思います。今回は、おもに発表を目的に参加しようと思

いましたが、口演の様々な報告に時

代とともに医療の大きな変革を感

じました。これからは、医療の流れに敏感になり、当院に最良最適な臨床

検査を提供できるよう検査科職員一同今以上に努力していきます。なお、

平成 29年度 第 71回国立病院総合医学会は、香川県高松市で開催予定で

す。大変有意義な学会に参加させていただきありがとうございました。 

第 70回国立病院総合医学会に参加して 
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業務班長 

内枦保 雄一 

宮崎東病院の発表演題 

《ポスター》 

○医療情報システム-1 

 「電子カルテシステム更新に伴う問題点について 

～コンサルティング業務を委託して～その１．仕様書作成から契約業者決定まで」  

[演者] 内枦保 雄一   NHO 宮崎東病院 企画課 

 

○神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-1 神経難病のよりよい療養-1 

 「人工呼吸器を装着している ALS 患者が声で気持ちを伝えることに対しての思い 

～インタビューを通して見えてきたこと～」  

[演者] 田中 絢子 

[著者] 廣島 早苗, 杉田 霞, 川野 真弓, 増田 夏菜, 野瀬 香, 中嶌 洋子, 石橋 富貴子 

    NHO 宮崎東病院 神経内科病棟 

 

○結核-1 

 「看護師と保健師の結核患者に対する内服支援の特徴」  

[演者] 河野 智寛 

[著者] 安藤 信子, 三次 貴大, 平岡 真由美, 石橋 富貴子       NHO 宮崎東病院 看護部 

 

○神経・筋疾患(筋ジストロフィー)-11 筋ジス・リハビリ-2  

 「人工呼吸器装着中の神経筋疾患患者の状態に合わせた体位ドレナージを行うための取り組み」 

[演者] 首藤 淳一郎 

[著者] 山下 沙紀, 岡本 洋子, 石橋 富貴子                    NHO 宮崎東病院 看護部 

 

《一般口演》 

○臨床検査-4 管理  

 「国立病院機構の臨床検査部門に特化した情報システムの構築」  

[演者] 米野 修一 

[著者] 有田 やよい, 小田澤 由貴, 橋本 規雅, 濱口 裕二, 児玉 真也 

NHO 宮崎東病院 研究検査科, NHO 宮崎東病院 事務部企画課 

 

 

 

 

 

ＱＣ活動については、業務改善部会の一環として、例年、４月に各部署にてテーマ

を設定しＱＣ活動を行っており、活動の成果を１２月に発表しています。 

 平成２４年度からこのような活動及び発表会を実施しており、発表会では幹部職員

及び参加者による評価で上位３チームを決定して翌年１月の病院合同新年会におい

て表彰しています。今年度の活動テーマについては、「経営改善」、「患者サービス」、

「環境整備」が多く、いずれのチームも工夫を凝らした素晴らしい活動内容であり、

大変有意義な発表会となりました。 

 今後もこのＱＣ活動のねらいである「経営に貢献する改善」、「患者満足度の向上」、

「職員満足度の向上」が図ら

れるよう継続して活動して

行きたいと思います。 

 

 

 

 

平成 28年度 QC活動発表会を開催して 
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内科医師 

谷岩 公博 

主任児童指導員 

守山 公基 

 

 

 

 

 平成 28年 12月 24日（土）に、当院の大会議室におきまして、宮崎ジュニア・オー

ケストラの皆様によるクリスマスコンサートが開催されました。病院の建て替え等の事

情もあり、3年ぶりの開催となりました。 

 プログラムは、ヘンデルの「水上の音楽より」を皮切りに、オーケストラ楽器の紹介

を挟んで、「おもちゃの交響曲：第 1楽章」、魔女の宅急便より「海の見える街」、「きよ

しこの夜」、「ジングルベル」、「そりすべり」、「弦楽八重奏」と盛りだくさんの曲目でし

た。 

 当日は、40名以上の団員の皆様にお越し頂きました。「ジュニア」オーケストラとあ

って、ほとんどの団員が中高生とのことでした。しかし、演奏になると中高生であることを忘れさせられるよ

うな演奏力と表現力で、個人的には大変な驚きと感動で、聴き入ってしまいました。弦楽器や管楽器など生演

奏の音が、身体の芯に響く感覚は、何とも心地良いものでした。会場に足を運んで下さった患者様、ご家族様、

その他掲示等をご覧になって来院頂いた皆様、職員など 80名以上の聴衆も、その演奏に魅了されているようで

した。 

 ここからは手前味噌ですが、宮崎東病院の看護師長会も、当日にハンドベル演奏を行いました。指揮者であ

る副看護部長の華麗なリードのもと、クリスマスらしく「きよしこの夜」を演奏しました。緊張のためか途中

で演奏が早くなりかけましたが、そこは普段培ったチームワークと副看護部長の「落ち着いて」の優しい声か

けで持ち直し、見事に場を盛り上げることに成功しま

した。 

 冒頭に述べましたが、今回のコンサートは 3年ぶり

の開催でした。7月末に運用を開始した大会議室を使

用した初のコンサートでしたが、盛況のうちに終える

ことができました。今後とも宮崎ジュニア・オーケス

トラの皆様とのご縁を大切にし、催しが継続できれば

幸いです。宮崎ジュニア・オーケストラの皆様、本当

にありがとうございました。 

 

 

 

 

さる 1 月 20 日恒例の当院合同新年会が開催されました。当院唯一の合同の宴会、例に

よって院長挨拶があり、悲願だった新棟が昨年完成し、今年は児童精神科病棟が稼働する

ということで新しい一歩がまた踏み出された。これからも自信をもって邁進しようとの挨

拶でした。次に院長表彰。これは、この一年病院への貢献著しいグループあるいは個人を

選ぶもので、地域連携室、副師長会、新病棟建て替え工事記録班が選ばれました。続いて、

特に優れた QC 活動の表彰です。以下の 3 つのグループが選ばれました。興味あるテーマ

がございましたら、どうぞ遠慮なくご一報ください。 

１）3 階病棟「患者交換物管理業務改善」 

安全、確実な手配交換とコスト計上漏れ防止の実現に向けて。 

2）外来「和(わ)」外来における待ち時間の短縮。 

3）検査科「ムダ、ムラ、ムリを減らす３ム主

義隊」物品管理システム構築による業務の効率

化、省力化。 

 さて余興です、今年は、ダンス、踊りの出し

物がほとんどでした。とはいえ、例年になく出

来栄えの差が少なくなったように思います。来

年はどうなるか、また、期待いたしましょう。

平成 29年宮崎東病院合同新年会開催 

 

宮崎ジュニアオーケストラコンサート開催 
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宮崎県からの委託を受け、当院は初めて介護職員に向けた喀痰吸引等研修事業に参

入した。この研修は、50 時間の講義と演習からなる基本研修と実際に対象へ処置を実

施する実地研修で構成されている。この研修を修了した介護職員は「認定特定行為業

務従事者」として認定書を受け、医師の指示に基づき医療行為である喀痰吸引や経管

栄養を実施できるようになるという開催側としても大変責任のある研修である。 

本研修がスタートするまでには様々な準備が必要であった。まずは、研修の講師と

なりうる人材の養成。講師は全て、喀痰吸引等指導者（伝達）講習を受講していなけ

ればならない。よって、平成 27 年度～28 年度にかけて、副看護師長を中心とした 16

名に研修を受講してもらい講師陣の準備をした。次に、宮崎県のコンペに参加し、当院

への委託が決定した。直ちに院内における喀痰吸引等研修委員会を立ち上げ、週に１～２回委員会を開催し、

研修日程検討、各単元担当講師の決定、各講師を交えての講義企画書や講義資料の検討、演習計画の作成、筆

記試験実施規程・要領の作成と筆記試験内容の精査等々、様々な検討を重ねていった。 

そして、昨年、11 月 24 日から 12 月 22 日までの期間でトータル 12 日間の基本研修の開催に漕ぎ着けた。講義で

は、綿密に準備を行った成果が出て、研修生参加型のわかりやすい講義が展開された。演習における技術指導

においては、教材として、オリジナルのＤＶＤを作成し、研修生の事前学習を支援するとともに、４日間に渡

り、指導者は腰痛に耐えながら、喀痰吸引（口腔・鼻腔・気管）と経管栄養（胃ろう・経鼻経管）併せて５項

目の技術をマンツーマンで指導し、研修生 40 名全員に技術の習得をさせることができた。初の取り組みに対し

て、試行錯誤しながらも、研修生のレディネスに合わせて指導方法を駆使して、指導に当たった看護師長・副

看護師長達の活躍は目を見張るものがあった。 

現在、研修生は筆記試験が終了し、実地研修へと進んでいくことになる。当院で、研修を受けた介護職の皆

さんが施設や在宅で活躍される姿を描きつつ、更なる充実した研修が実施できるよう努力していきたい。 

関係各位の多大なるご協力に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年が明けてことのほか寒い日が続きます。ニュースを見ると北日本や日本海側では相変わらずの積雪で、雪下

ろしの様子などを見ると宮崎でよかったとつくづく思ってしまいます。しかしながら、インフルエンザには困っ

たもので、入院患者さんに発症があると広まらねばよいがと身の縮む思いがいたします。どこかの病院では死者

まで出たとのこと、大事なくシーズンが過ぎることを願わざるをえません。        （編集委員 T） 

喀痰吸引等研修事業に参入して 

マンツーマンの技術指導 エネルギッシュな講師陣 

演習風景 熱心に受講する研修生 


