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２０１９年３月１６日（土）第８２回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部

春期学術講演会が宮崎市オルブライトホールを会場として開催され成功の内に終

了しました。 

会長の伊井敏彦先生を始めとする当院呼吸器科の先生、当日準備を行って頂いた

看護部の皆様ご苦労様でした。 

 私は前夜のバンケットと当日朝の開会式に参加しましたので報告をします。 

伊井先生の開会挨拶では宮崎市の歴史、大学呼吸器科の沿革、個人史また宮崎市

の特産物のことなど多彩な内容で、参加者の緊張を解く行き届いたお話しをされま

した。宮崎県の呼吸器科は長崎大学呼吸器科の多大な応援で形成されてきたことを

指摘されていましたが、忘れてならない点だと感じました。 

 この学会はまるで全国大会のような構成になっていて招請講演や教育講演が豊富に組まれていました。講演者には

ユニークな方が多く、私は前夜の席上、興味深いお話しを聞くことが出来ました。まず肺感染症についての遺伝子診

断の可能性について、今は正に過渡期でやがて整備され一般化してくるとのお話し。また大気中の化学物質による汚

染について、現状では検査や新規化合物の認定が間に合わないという深刻なお話し。コンピュータによる解析が進み、

呼吸生理の根本的刷新が必要という意欲的なお話し。そして地域医療体制の今後について、医師の新たな臨床教育の

影響により大きく変わっていくだろうとの興味深いお話し。いずれも驚きでした。 

この学会には多くの国立病院機構の先生が参加されていました。私もその一人として様々な話題について話し合う

ことができ、同じ仲間がいることの有り難さを感じました。 

当日の天気は快晴、福岡の先生がとても暖かいとお話しされていました。オルブライトホールは小さくもなく大き

くもなく丁度使いやすいサイズで、遊ばせていては勿体ないホールでした。私はその日福岡で持たれた日本神経学会

九州地方会に参加するべく移動しました。九州は小さくなったものです。特に福岡は近い。 

専門外の学会に出てみて自分たちの立ち位置がわかると言うことは予想していませんでした。今後とも応援してい

きたいと感じています。 
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この度は貴誌に投稿機会を与えて頂き誠にありがとうございます。偶然にも貴院の呼吸器内科部長の伊井敏彦先生

は中学の同級生で、外科部長の臼間康博先生は大学の同級生です。 

 私は昭和 54年に旧宮崎医科大学医学部に入学し、卒後同大学の第一内科に入局致しました。名誉院長の比嘉利信

先生は医局の先輩で、内科部長の石山雄一郎先生と内科医長の上村智彦先生は医局の後輩です。故田仲謙次郎教授の

指示で研修医ローテートを第三内科より開始しましたが、この期間に院長の塩屋敬一先生と神経内科部長の杉本精一

郎先生に神経疾患を中心に御指導頂きました。 

その後私は第一内科に戻り、腎臓グループに入って臨床系大学院に進みました。臨床系大学院なため、昼は腎疾患や

透析診療等のハードな病棟業務をこなし、夜は第二生化学教室で深夜まで脳性ナトリウム利尿ホルモン(BNP)の研究

をしておりました。BNPはこの研究室で発見同定された生理活性ペプチドで、その生理学的意義は当時大変大きな話

題になっており、私は『高血圧疾患における BNP の分泌動態』の研究で博士号を修得させて頂きました。さらに、こ

の研究を通じてカナダのオタワ大学 Heart Institute の de Bold教授の元に post-doctoral research fellow として

2 年間留学させて頂きました。研究を通して、心臓で合成分泌されたホルモンが腎臓でナトリウム利尿作用をもたら

すことそのものが生体の『心腎連関』を示しており、昇圧系であるレニンアンジオテンシン系に拮抗する重要な機構

であることを実感しました。さらには BNP血中濃度が心不全 grade診断として的確であることが確立し、今では私の

診察室横に BNP 血中濃度迅速測定装置を設置し、日常の診断に大いに役立てています。おかげで循環器疾患にも興味

を持ち、内科総合専門医,循環器専門医,腎臓専門医/指導医そして透析専門医の 4 資格を取得させて頂きました。花

ケ島町で開業していつのまにか 20年目を迎えましたがこの資格が現在も診療の礎になっており、総会にはできるだ

け参加して自分の知識を up date する努力を継続しています。 

 宮崎東病院は平成 28年に新病棟に改築され、診療体制も刷新されたとお聞きしております。貴院でしか診れない

結核や難病の神経筋疾患、児童精神科等を診療されており、

文字通り宮崎の医療の要であります。県全体を支えていか

なければならない責務が課せられており、毎日ご苦労され

ていることと察します。患者さんの信頼は絶大なものがあ

り、それを受けていただけるスタッフが揃って活躍されて

いらっしゃる事を大変心強く感じています。これからも病

診連携の枠を越えて良好な関係を維持して行きたいと思い

ますので何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 開放型登録医療機関紹介 

   

横横横田田田内内内科科科   
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〒880-0036 

宮崎市花ヶ島町小無田 642-1 

TEL：0985-30-2566 FAX：0985-30-2567 

標榜診療科：内科、循環器内科、腎臓内科 

※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、103 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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3 月 16 日、宮崎市民プラ

ザにおいて第82回日本呼吸

器学会・日本結核病学会 

九州支部春季学術講演会が

開催されました。本学会の

開催にあたっては当院が準

備室となり、呼吸器内科、

伊井敏彦医師が会長として運営に当たりました。 

一般演題発表に加えて、特別講演として呼吸器領域におけるマクロライドの使

い方、招請講演として日本の医療、介護環境が人口減少によりどう変化するかに

ついて、教育講演は、肺胞蛋白症の話題、東日本大震災の経験をふまえ大災害時

の呼吸器診療、ケアのあり方、問題点など、貴重なレクチャーを聞かせて頂まし

た。その他、進行肺癌の薬物療法、呼吸器感染、喘息治療、間質性肺炎の最近の

変遷についてのシンポジウムが企画され盛況のうちに執り行うことができました。 

 

 

 

喀痰吸引等研修事業も今年度で 3 年目となりました。平成 28 年度は 40 名、

平成 29 年度は 189 名、今年度は 148 名の研修生を受け入れています（いずれも

研修開始時の参加者数）。 

本研修は社会福祉士及び介護福祉士法附則第 3 条に定める「介護の業務に従事

する者」に対する「第一号研修」及び「第二号研修」として「認定特定行為業務

従事者」となるために必要な知識及び技能を習得、安全かつ適切な喀痰吸引等の

医行為を行うことができる介護職員等を養成することを目的としています。県の

委託を受けて行うわけですが、当院では基本講習の講義 50 時間、技術演習（喀

痰吸引と経管栄養）及び試験を行っています。研修担当として、定められている

カリキュラムに沿って研修スケジュールを組み、講義・演習指導を担う看護師を

配置していきます。看護師は、同職種の後輩指導・教育の経験は十分にあります

が、他職種、他施設の職員への指導・教育は今まで経験がなく、事業開始当初は

担当者間でも不安や戸惑いがあったと思います。当院の副看護師長を中心に講義、

演習指導を実践してきたプロセスがありますが、看護師の強みである「相手の立場に立った配慮」、「親切・丁

寧な関わり」で研修生個々に合わせた指導が実践できていると思います（手前味噌で恐縮ですが）。ただ、本研

修の準備、実施、試験終了までの期間は、通常業務との同時進行になりますので、指導を担当する看護職員が

大変な思いをするのも正直な所です。研修担当としては、無理のない研修スケジュール計画、人員配置を心が

けています。研修生の皆さんも仕事と研修の両立に苦労なさっている様子が伺えました。だからこそ、貴重な

時間を無駄にしないよう、正しい知識、確実な技術を身に付けていただき、各施設で力を発揮されることを願

ってやみません。これからも微力ながら地域の医療福祉の質向上に貢献したい所存です。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

【研修の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

第 82回日本呼吸器学会・日本結核病学会 九州支部春季学術講演会 

 平成 30年度 喀痰吸引等研修を担当して 
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〈退職にあたり〉 

5 年余を国立病院機構で過ごしました。宮崎東病院、同機構宮崎病院（児湯郡川

南町）、何れの場所においても、地域連携の中で患者さんを通して多くの先生方と

おつながりを得られたことは、互いの信頼があってこその仕事の醍醐味であり、

貴重な経験であったと真に有難く感謝致しております。仕事の場が変わりまして

も、ご縁が続きますよう、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

宮崎東病院・宮崎病院とも、国立病院機構の職員の方々は皆、よく挨拶を交わ

し、笑顔が素晴らしく、きびきびとしており、爽やかな雰囲気があります。大変

に気持ちの良いことでした。両病院の益々のご発展を心よりお祈り致すと共に、

お関わり合いを頂きました全ての方々に御礼を申し上げます。 

 

〈異動のご挨拶〉 

平成 29 年 4 月 1 日に当院へ赴任し、2 年間という短い期間でしたが、充実した毎

日を過ごすことが出来ました。 

 4 月から独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)九州地区事務所の統括部長

として、国立病院機構とは別の組織で働くことになりました。国立病院機構の良い

所を JCHO に伝え、JCHO の良い所を吸収して、何年か後に国立病院機構で働く際

に還元出来ればと思っているところです。 

 平成 30 年度における当院の経営は、厳しい状況になりましたが、院長以下全職

員が力を合わせれば、黒字経営で運営出来ると確信しています。 

 八代の地から当院の益々の発展を願っております。2 年間楽しく過ごさせていた

だきありがとうございました。 

 

〈異動のご挨拶〉 

平成 31 年 3 月 31 日をもちまして、宮崎東病院 2 年間の勤務を最後に定年退職と

なりました。赴任時に開棟しました児童精神科は現在 2 年が経過し、当院の新たな

特殊性として県内外から注目されるようになりました。一般病棟、障がい者病棟に

児童精神科が加わり、看護もさらに高い専門性と多職種連携が求められています。 

 このように常に発展し続ける病院で、皆様のご理解とご協力を得ながらこられた

こと、そして職員一丸となって挑戦していく宮崎東病院で勤務できたことを誇りに

思います。 

 これからも地域で愛され信頼される病院として、皆様にご愛顧賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

編集後記 

 春は別れと出会いの季節。「年年歳歳花相似 歳歳年年人同じからず（ねんねんさいさいはなあいにたり さいさいねんねんひとおなじ

からず）」という言葉が唐の時代の漢詩の中にあるそうです。この詩は、自然の悠久さと人間の生命のはかなさを対峙させて、人生の無常

を詠歎（えいたん）した句だそうです。長年お仕事されてきた方が見上げる桜の花は、頑張ってきた人生を思い返す景色に、一方でこれか

ら就職される方には、頑張れとエールを送ってくれているような桜の景色に見えることでしょう。手を加えなければ自然の景色は変わらな

い。だからこそ桜は我々に色々な思いを想起させてくれます。次年度も NEWS 宮崎東を、よろしくお願い致します。（ 編集委員 M ） 

 人事異動等のご挨拶 


