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宮崎のお正月は穏やかな陽気でしたが、この冬は全国的に寒さが厳しいよ

うです。まもなく韓国でピョンチャンオリンピックが開催されます。 

ところで、わが病院では新病棟完成後 1 年半が経過しました。患者さんに

クリーンな療養環境を提供できたことを大変うれしく思っています。広い個

室は利用率も高く、患者さんのニーズに応えているようです。窓越しに宮崎

空港を離発着する飛行機に時間を忘れ、沈んでいく赤い夕日に感動を覚えま

す。また夜の灯りが、暗かった地域を照らしています。 

年末には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

されました。いつも素敵な演奏に感動し、幸せなひとときです。新年会には

140 名もの多くの職員が参加しました。余興は 6 チームが競って素晴らしい

パフォーマンスを発揮し、皆が一つにまとまります。 

平成 30 年度から 6 年間の宮崎県医療計画の骨子がほぼ固まりそうです。

そもそも医療計画は、地域住民の医療需要に合わせた効率的な供給体制を確立するために策定されるもの

ですが、高齢化の進展や医療経済に鑑み、終末期の医療の在り方についても議論されました。当院は、民

間では対応困難な政策医療と一般医療の 2 本立ての医療を担っています。呼吸器疾患、神経難病等では専

門的かつ高度な医療を展開すると同時に、肺癌における外科・内科における集学的な治療や脊椎を専門と

する整形外科診療にも力点をおいています。かかりつけ医の先生方との連携をさらに密にし、積極的に入

院受入れを図っていきたいと考えます。 

宮崎東病院は、健全な経営のもとに、優しい思いやりのある病院づくりを目指して努力していきます。

今年もどうぞよろしくお願い致します。 
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平成 7 年 7 月、前院長が開業し、早 23 年が経過致しました。前院長の祖父は日向市で開業医であった

ため、幼少期から自身の診療所を持つことが夢だったようです。 

開業してからは、診療所に泊まり込み、ほぼ年中無休で働いてきた父ですが、今から約 10 年前に肺が

んで左肺を全摘して以降は、少し縮小気味ながらも、亡くなる数日前まで地域医療に貢献していたようで

す。父(前院長)の他界後まもなく、診療所を継承し二年が経過しました。前院長の死を悲しむ暇もなく、

スタッフと共にこれまでと変わらず、日々の診療を行って参りました。スタッフも長年勤務を続けてくだ

さり、近所に在住の患者さんや長年当院に通院されている患者さんも多いため、とても和やかな雰囲気で

診療を行え、私自身もスタッフや患者さんに教わることも多いです。とにかく楽しく、親身になって、全

力で仕事をすることを日々心掛けています。 

 現在、2 名の事務員と 4 名の看護師、そして私を含め２名の医師と仕事をしております。非常に小規模

な診療所でありますが、訪問診療・嘱託医・産業医・学校医なども日々の診療と併せて行っております。

診療科目としては、生活習慣病をメインとした総合内科および小児科も診ております。診療の中で、専門

医に紹介しなければならないケースや入院下の治療を必要とする患者さんは少なくありません。 

 宮崎東病院には神経難病や呼吸器疾患の患者さ

んを紹介させていただき、入院でお世話になって

おります。まだまだ未熟な私共ですが、これから

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2９年度 開放型登録医療機関紹介 

   

たたたなななかかか内内内科科科   

院院院長長長  黒黒黒木木木   いいいしししえええ   先先先生生生   

   

   

〒880-0044 

宮崎市瓜生野 2287-59 

TEL 0985-41-2300 

標榜診療科：総合内科、糖尿病内科、小児科 

※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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当院では、平成２４年度からＱＣ活動を本格的に実施し、活動の成果の発表を

行ってきました。今年度は、更に質の向上を目指して、ＱＭ活動といたしました。 

今年４月、活動前に院長から与えられた９つのテーマから１つを選択し、それ

を元に各部署で展開していきました。「経費節減」が６部署、「患者サービスの向

上」が６部署、「地域医療との連携」、「査定減対策」が各１部署となりました。 

業務改善部会では、各部署での進捗状況について確認し、ディスカッションを

しながら各部門とも切磋琢磨してきました。１２月２０日のＱＭ活動発表会にお

いて、１４部署の発表を行いましたが、いずれのチームも質の高い発表となり、

参加者からも大変有意義なものだったと言う声を聞くことができました。上位３

チームについては、病院合同新年会で発表、表彰が行われました。 

今後もこのＱＭ活動が、より有意義なものとなるように、そして、更なる向上

を目指して継続していきたいと考えています。 

 

QM活動発表内容

発 表順 部 門 テ ー マ 発 表 内 容

1 リハビリテーション科 査定減対策 リハビリテーション科における業務改善についての取り組み

2 ２階病棟 経費節減 節電の取り組み

3 看護部 患者サービスの向上 一人ひとりに丁寧な対応を 　　～病棟と外来の連携～

4 １階病棟 患者サービスの向上 スマイリーフェイス　　～児童精神科病棟におけるニーズの開拓～

5 研究検査科 経費節減 研究検査科業務運営における材料費率と人件費率の改善

－問題発見力・問題解決力・課題達成力を養い、改善力を身につける－

6 ３階病棟 患者サービスの向上 経管栄養物品の整理整頓における衛生面の向上及び業務の短縮

7 放射線科 地域医療との連携 紹介検査における受託システムの開発

8 ４階病棟 経費節減 コードブルー　　～療養介護病棟の終わりなき戦い～

9 事務部 経費節減 光熱水量における電気料金の低減について

10 栄養管理室 患者サービスの向上 患者さんに美味しい食事を提供したい　　　～宮崎東食堂～

11 薬剤科 経費節減 薬剤科における医薬品在庫の適正化

12 外来 経費節減 外来における物品過剰コストの削減

13 療育指導室 患者サービスの向上 療養介護病棟における日中活動（居室外）支援

14 ５階病棟 患者サービスの向上 ステロイド治療患者における退院指導の定着・看護の質向上への取組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 QM活動発表会を開催して 
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2 階病棟看護師長 
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1 月 19 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。次の夢は外来管理棟

の建て替えである。その為には安定した医療供給と経営は欠かせない。協力し合

い、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、今年は 1

階・児童精神科病棟が選ばれました。短期間だったにも拘らず運営を軌道に乗せ

病院運営に大きく寄与したことが評価されました。続いて、特に優れた QM 活動

の表彰です。以下の 3 つのグループが選ばれました。 

１）【医薬品在庫の適正化】      薬剤科「マネーの虎」 

２）【材料費率と人件費率の改善】   研究検査科「４C」 

３）【光熱水量における電気代の節減】 事務「宮崎東ブーゲンビリア隊」 

 

さて余興です、例年どおりバンド演奏、ダンス、踊りの出し物が定

着した感があります。年々病棟ごと、あるいはグループごとの特色が

鮮明になってきているように思います。とはいえ、皆が一堂に会する

のはこの機会しかなく親睦が深まることの意義は大きいと思いまし

た。このまとまりをもって来年度の病院の進歩につなぐことができる

でしょう。 

 

 

 

 

2 階病棟は、平成 28 年 8月の新病棟移転により旧６病棟と旧７病棟が統合し、

病床が 60 床となりました。そのうちの一般病床が 44 床、結核病床が 16 床です。

結核病床は、一般病棟の中でユニット化し、陰圧システムの中で療養をしていた

だき、治療・看護を行うとともに感染予防を行っています。 

入院される患者さんの主な疾患は肺がん、ＣＯＰＤ、高齢者の誤嚥性肺炎、結

核等です。呼吸器内科では肺がんや肺結核などの診断のための気管支内視鏡の検

査や肺がんの手術前の検査などを行っています。はじめての入院・はじめての検

査で不安を抱えた患者さんが少しでも不安が少なくなるようわかりやすく事前に

説明を行い、その都度確認しながら看護を行っています。また、治療では、飲み

薬や点滴での化学療法をされている方が

自宅に帰られてから確実に服薬できるよ

う服薬支援に力を入れています。また、結

核については宮崎県の結核治療の拠点病院として、県内各地から入院さ

れています。そのため入院中から退院後の社会復帰に向けての支援や治

療が確実に行われるよう、地域の保健所との連携を行っています。 

高齢世帯や高齢独居の方など入院早期から退院へ向けたアセスメントを

行い、医師・リハビリ・薬剤師・栄養士など多職種をはじめ、地域連携

室とのカンファレンスを実施するなど、協働して退院支援に努めていま

す。 

 
 2018 年をむかえ今年はどのような年になるのでしょう。診療報酬の改定により病院を取り巻く環境はますます厳しくなるでしょう。加え

て昨年から大きく取り沙汰されている労働の在り方をめぐる議論がそれに追い打ちをかけそうです。その両方を克服するのは容易なことでは

ありますまい。良し悪しは別として一昔前のおおらかさが懐かしくもあります。時代が変わっても医療人として大事にしなければならないも

の、変わってはいけないものがある筈です。今年も忘れないようにしていきたいと思います。        （ 編集委員 T ） 

 平成 30年 宮崎東病院合同新年会開催 

 2階病棟のご紹介 


