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2019 年 9 月 27 日(金)午後、厚労省より地域医療構想における再検証病院として全国 424

の病院が指定されテレビ報道されました。翌朝には詳細が紙面に掲載されました。 

内訳を見ると千葉、埼玉、名古屋、京都、兵庫などの機構病院のビッグネームが目に飛び

込んできます。九州でも 50 病院。当県でも 7 つ、どの病院も県全体の診療機能を分担する

重要な病院です。そして当院の名も上がっていました。各病院において、それぞれ急性期機

能を集約してはどうかというような内容でした。 

一部の報道に公的病院は多額の補助金を貰っているではないかという指摘がありました

が、実際のところ補助金は頂いていません。一方高額な「公経済負担」を背負っています。

公経済負担とは共済年金の国の負担分を特例的に国立病院機構が肩代わりするという取り

決めです。同じような立場の他の独立行政法人、国立大学法人、日本郵政株式会社、地方公

共団体などにはこの義務は課せられていません。公的病院では国立病院機構だけが支払っているものです。この事実はもう少し

周知されて良い事実だと考えます。 

当院は長く国策としての医療にまい進してきました。結核、国の産業化に伴う小児喘息、児童福祉と共に始まった筋ジストロ

フィー、特定疾患としての神経難病、現在では児童精神科、脊損、呼吸器癌などの医療を支えています。医師は小人数で、決し

て効率は悪くありません。 

当院の特徴は他の医療機関が診ないようなセーフティネット系の慢性疾患を診るところにあるわけですが、その診療に急性期

診療機能は不可欠です。もちろん本来の急性期病院の規模には比べようもありませんが、しかし「急性期を診る力が弱い」とい

う点で批判されることは理解しがたい点です。例えば政策医療として結核を診ていれば自然に呼吸器癌の患者さんも集まり外科

手術や腫瘍治療、ホスピスケアは必要となってきます。 

取り上げると言われてもなおこの両輪に 

            安全を乗せてする離発着 

航空機は空を飛ぶ乗り物です。でも、地上を移動する車輪が要らないわけではありません。同じように当院の急性期診療機能

はこれから先も決して取り外せない部門です。 

皆様方のご理解と引き続きのご支援をお願い申し上げます。 
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当院は橘橋より国道 220 号線を南へ車で 10 分ほどの宮崎市天満 3 丁目にある、糖尿病内科と内科のクリニックです。自

家用車やバス(最寄バス停より徒歩 5 分)、電車(南宮崎駅よりタクシーで 5 分程度)での通院も可能なクリニックです。 

糖尿病専門医として 2012 年 10 月の開業後、地域の皆様へより良い医療を心掛け、日々診療にあたっております。糖尿

病は決して珍しい病気ではありません。しかし、血糖値が高い状態を放置することで様々な合併症(腎臓病、網膜症、神経

障害など)の危険性が高まります。何の症状もない早期からの治療や全身管理が非常に大切な病気です。健康診断での血糖

値が気になる方、糖尿病の症状ではないかと気になる方など、お気軽にご相談を兼ねて受診して頂けますと幸いです。 

１、 院長メッセージ 

患者さん、一人一人の病気の名前は同じであっても治療方法は異なります。個々の生活状況を考えた治療を心

掛けております。地域の皆様のお役に少しでも立てるようスタッフ一同で診療を行っております。 

２、 スタッフメッセージ 

当院では院長以外に医療事務 2 名、看護師 3 名、臨床検査技師 1 名で診療を行っております。糖尿病を始め、

様々な病気で受診される方が少しでも安心して受診していただけるように日々努力をしております。看護師には、

糖尿病相談や生活指導に詳しい宮崎地域糖尿病療養指導士も 2 名在籍おりますので、お気軽にお声をお掛け下さ

い。 

３、 院内空間 

当院では、「諸塚村産木材」を待合室や受付カウンターなどに使用しております。木材を使用した心落ち着く空

間で受診して頂けることを考えております。院長が以前、勤務していた「諸塚村」及び宮崎県の僻地医療で学ん

だ医療や人の優しさ、温かさを忘れないということで使用しております。 

４、 当院の特徴 

当クリニックでは尿検査、貧血検査、血糖値検査、ヘモグロビン A1c 検査、超音波検査、レントゲン検査、心

電図検査を院内で行います。血糖値やヘモグロビン A1c は 10 分ほどで判定可能です。超音波検査に関しては、

認定資格を持った超音波検査士による検査を行っております。 

５、 宮崎東病院の皆様へ 

宮崎県地域医療の大きな支えとなっている貴院の貢献に感謝申し

上げますとともに、今後も貴院がますます発展されることをご祈念申

し上げます。また、当院患者様の件では平素より大変お世話になって

おり、比嘉名誉院長先生、塩屋院長先生、他スタッフ皆様の日頃より

のご協力に重ねて感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 開放型登録医療機関紹介 

   

かかかわわわののの内内内科科科クククリリリニニニッッッククク   

院院院長長長  川川川野野野   貴貴貴久久久   先先先生生生   

   

〒880-0936 

宮崎市天満 3丁目 1番地 8 

TEL：0985-64-1525 FAX：0985-64-1535 

標榜診療科：内科、糖尿病内科(代謝内科) 

※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、104 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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看護部 5階病棟 谷 知美 

国立病院総合医学会にて「ベスト口演賞」をいただきました 

 

令和元年 11 月 8 日に名古屋で開催された第 73 回国立病院総合医学

会に参加させていただきました。全国の国立病院機構から医師・看護

師・リハビリスタッフ等の様々な職種の方が、取り組まれてきた内容

をシンポジウム、ポスター、口演の発表をされており規模の大きさに

驚きました。それぞれの発表内容を聞き、自分では思いつかないよう

な研究テーマや当院にも参考になるような内容であり、とても興味深

く刺激を受ける学会でした。 

私は、初めての学会発表という事もあり、とても緊張しましたが、

昨年取り組んだ看護研究「進行肺がんサバイバーが化学療法を繰り返し受け続ける原動力とは‐治療体験からの語り

‐」をテーマに口演をさせていただき、ベスト口演賞をいただきました。取り組んできた看護研究を他の病院の方へ

共有することが出来たのではないかと思います。 

 今回の学びを今後の看護に活かしていきたいと思います。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 理学療法士 椎木 陽啓 

国立病院総合医学会にて「ベストポスター賞」をいただきました 

 

11月 8日、愛知県名古屋市で開催された第 73 回国立病院総合医学会に参加し

ました。そこで、当院で実施している HAL 治療について、ポスター発表を行いま

した。私は国立病院機構に勤めて約 5年ですが初参加でした。緊張や不安など様々

な思い抱きながら会場へ向かうと、大きな会場、沢山の参加者などを目の当たり

にしました。私はこのような大きな組織の一員に属していることを改めて感じ、

身の引き締まる思いでした。発表においては、様々な方からのご指導を頂きなが

ら準備を進め、無事終えることができ、有難いことにベストポスター賞にまで選

出されました。このような経験をできたことは、自分の成長につながる大変貴重

な 1日でした。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

児童精神科医長 橋口 浩志 

国立病院総合医学会 児童精神科シンポジウムについて 

 

令和元年 11 月 8 日の午後に児童精神科臨床のシンポジウムがあり、

当院から医師と看護師の立場から発表と討論に参加させていただきま

した。精神科領域でも児童精神科のニーズは高いながら医師もスタッフ

も限られており、4 施設からの現状と課題に関しての討論となりました。

入院する子どもさん達の背景などは各地域で大きく異なる状況はあり

ませんでした。子どもの成長に寄り添いながらも実際の臨床場面では、

スタッフへの暴言暴力への対応やスタッフ自身のメンタルヘルスへの

懸念も強く、それに関する討論もあり、1 階病棟全体への勉強にもなりました。一方で学校教育との連携の重要性が

話題となりました。当科入院中の患児さんの支援学校への登校率は低下傾向にあります。学校との連携の中で入院し

て速やかに学習支援に繋げるよう努力したいと考えています。今後も１階病棟を発展させたいと考えておりますので

ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

第 73回 国立病院総合医学会 報告 
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4 階病棟看護師 

相馬 康代 

看護部 1 階病棟 高野 美代 

国立病院総合医学会に参加して 

 

 11 月 8 日・9 日 名古屋国際会議場で行われた総合医学会に参加さ

せていただきました。多くの演題の中で私は、シンポジストとして参

加し、児童精神科臨床の現状と課題というテーマに沿って「児童精神

科病棟の 2 年間の経過と課題」を発表しました。1 階病棟の様々な活

動や子供たちへの対応に、会場から多くの質問が寄せられ、強い関心

を寄せていただいたのではと感じることができました。また、他施設

の現状を伺い、どの施設でも同じ悩みを抱えていることを知り、大き

な励みになりました。 

 そして、他施設の取り組みや工夫など参考になる内容もあり、1 階病棟でも今後の児童精神科看護に役立てたいと

感じました。とても緊張した時間ではありましたが、大変貴重な経験をさせていただき感謝いたします。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

療育指導室 主任児童指導員 守山 公基 

国立病院機構の障害者虐待防止に向けた現状及び対策について考えるワークショップに参加して 

 

 総合医学会におきまして、上記テーマに沿った口演発表をさせて頂く機会を得

ました。当院にて 4 年間にわたって取り組んでいる障害者虐待防止研修での実

績を元に、研修方法・内容を検討した結果を発表させて頂きました。他施設から

の発表では、日頃の患者さんへの接し方について振り返るセルフチェックリスト

の利用、積極的な市町への虐待通報、定期的に第三者から意見を伺う体制作りな

ど、当院にも導入出来るような内容が聞かれました。今後も虐待防止研修や取り

組みを継続し、より良い療養環境構築に貢献したいと考えます。 

 

 

 

当院では、患者さんの思いに寄り添えるよう日々奮闘しています。その一つを紹介さ

せていただきます。 

 A 氏は自宅に帰る事が困難なため、入院前に飼っていた猫にあえない日々を送られて

いました。そこで、「猫に逢いたい、触れたい」という A 氏の強い希望を叶えるために、

緩和ケアの一環としてアニマルセラピーを企画しました。猫によるアニマルセラピーは

初めてであり感染対策を中心に管理体制を整え導入となりました。 

黒白模様の猫「あゆむ君」を見た瞬間、自宅で飼っていた猫にそっくりだったため、

A 氏の表情は、ぱっと笑顔になりました。あゆむ君に触れると、「うちの猫より毛が硬

い。顔を触りたい。」など、嬉しそうに話をされました。今までにない A 氏の笑顔や目

の輝きを見て、疾患からくる苦痛を忘れ、穏やかな時間を過すことにつながったのでは

ないかと思います。今後も患者さんに喜んでいただけるように尽力していきます。 

 

 

 

 

 

編集後記 

 宮崎に赴任して半年が経ちました。数年ぶりの異動ということもあり、今は「初心に帰って」業務を行っています。この

秋に、かつて大好きだったグループが約 20 年ぶりに活動再開を発表し、再始動ライブに行ってきました。当時 20 代だった

私も含め、周りはすっかりアラフォー世代になり、かつて日本武道館でやっていたライブも今回は 300 名規模のライブハウ

スで。でも皆さん青春時代を取り戻したかのうように輝いていました。私も就職した頃を思い出し、まさに「初心に帰って」

来ました。気持ちは 20代で頑張ります。よろしくお願いします。              （ 編集委員 A ） 

アニマルセラピーを企画して ～病棟に猫がやってきた～ 


