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波乱の春と申します。冬が明けて蟄居していた虫がモゾモゾと地面に出てこようとする

頃、そのエネルギーがほとばしるように波乱が起きます。 

この 4 月 22 日私どものエネルギーを地域に知らしめるかのように、徳永二男先生のヴァ

イオリンコンサートが当院大会議室で開かれました。宮崎市の福祉ゾーンと言われて静かに

息づいてきた我々の病院ですが、この地域から文化的活動を情報発信できたことはとても素

晴らしかったと思います。名演奏に参加者の方が涙しておられたことが忘れられません。 

同じ週の 4 月 27 日から 5 月 6 日までのゴールデンウイークは 10 連休となりました。平

成→令和への移行を順当に経験し、皆が平和の内に新しい時代の訪れを感じることが出来ま

した。当院では、この長い休みにあって 5 月 2 日を開院日とし通常業務を行う事が出来ま

した。丁度、休日当番日も重なり、業務は煩雑を極めましたが、関係者・職員の努力の甲斐

あって無事に実施することが出来ました。建て前よりも地域医療を優先した一人一人の献

身だったなあと感じました。 

そして 5 月 10 日午前 7 時 42 分、震度４、マグニチュード 5.6 の予震、午前 8 時 48 分、震度 5 弱、マグニチュード 6.4 の日向

灘地震がありました。20 年ぶりだそうです。これこそ春の波乱です。我々はすぐに入院患者状況確認、施設被害確認、周辺連絡

を致しました。全 5 基のエレベータが止まり、新棟のガス給湯器が停止しました。入浴日でしたがいったん入浴を中止。応接室

に災害対策本部を設置し、刻々と集まる情報、ＮＨＫ報道等の影響分析と対応を行いました。幸い薬剤の 1 アンプルも壊れるこ

となく、人工呼吸器が止まる、物が倒れる等のこともありませんでした。しかしこの地震の教訓的意義は、予想される南海トラ

フ巨大地震の前哨戦、災害訓練としての体制チェックの機会となったということです。計 3 日間余震が続きましたが、結局プレ

ートの移動は観察されておらず、今後も同じ危険が続くとのことでした。 

この災害を経験して感じたことは、やがて来る最悪の地震の日に、きっと我々はこの地域、いや県全体において中心的に活躍

するだろうという確信でした。沿岸部の災害対策の要として、救援活動の窓口として、患者受け入れの拠点として十分に働ける

と思いました。また是非とも働かなければなりません。 

春は夏へとつながって行きます。梅雨が過ぎ炎天下の厳しい季節も間近です。夏を乗り切ると共に皆様方の活躍に期待します。 
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都城市花繰町で開業している、鵜木循環器内科医院の鵜木俊秀です。1983年に宮崎医科大学を卒業し、同年、

同大学第一内科に入局しました。研修医時代は、宮崎東病院名誉院長の比嘉利信先生にも指導医として大変お

世話になりました。その後、第一内科を拠点に、宮崎市郡医師会病院や、宮崎循環器病院など、県内の多くの

病院を勤務してきました。そして、2001年 5月に生まれ故郷である都城市で開業いたしました。昔から植物が

すきで、クリニックも緑をいっぱいにしています。写真は待合室からの風景ですが、今は新緑がきれいで、来

られた患者さんが気持ちよく過ごしていただけたらと思っています。 

専門は循環器内科で、ほとんどの患者さんは、心不全、不整脈、虚血性心疾患などの心疾患の患者さんです。

しかし、その原因疾患となる、高血圧や糖尿病、高脂血症の患者さんもたくさん来られます。この段階で心疾

患まで来さないように予防する重要性を痛感しています。 

近年、高齢者が多くなり、心不全の患者さんが著明に増加しています。心不全パンデミックと言われる状況

をほんとうに実感してきている現在です。将来の心不全を予防していくことが必要で、患者さんに血圧コント

ロールの重要性などをできるだけ丁寧に説明するようにしています。このようなクリニックの性格上や距離の

問題で、宮崎東病院に患者さんを紹介する機会は少ないのが実情です。しかし、筋ジストロフィーなどの神経

疾患や、非定型抗酸菌感染症などの呼吸器疾患の患者さんをお願いすることもあり、大変助かっております。 

今後かかりつけ医としてすべての疾患を見ていく必要があり、今後、宮崎東病院に紹介するも機会もさらに増

えると思います。距離的に東病院まで遠いと

いうハンディはあるのですが、宮崎東病院の

充実した専門の診療科に期待することはお

おきく、これからも心強い存在でいていただ

けたらと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 開放型登録医療機関紹介 

   

鵜鵜鵜木木木循循循環環環器器器内内内科科科医医医院院院   

院院院長長長  鵜鵜鵜木木木   俊俊俊秀秀秀   先先先生生生   

   

〒885-0037 

都城市花繰町 11-10 

TEL：0986-26-0008 

標榜診療科：内科、循環器内科 

※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、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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 平成最後の月となった 4 月。その平成最後にふさわしいビッグイベントが、

当院にて開催されました。徳永二男先生による「ヴァイオリンふれあいコンサ

ート」です。徳永二男先生は、NHK 交響楽団で長きにわたりコンサートマス

ターとしてご活躍された後、ここ宮崎県で宮崎国際音楽祭の総合プロデューサ

ー・音楽監督として、「生」のクラシック音楽の普及に努められております。 

 今回、この素晴らしいコンサートが実現したのは、徳永先生が長年に渡り宮

崎県内の様々な施設や病院などを訪問して下さっていた実績があったからで

す。前述した宮崎国際音楽祭は、本年で 23 回目の開催となり、その歴史に比

例して訪問された施設や病院などが数多く有るとのことでした。そういった意

味で、今回当院でのコンサートが決定したことは、非常に幸運な面もあったと

思われます。 

 さて、コンサート当日ですが、入院患者様やそのご家族、近隣地域にお住ま

いの皆様、隣接する赤江まつばら支援学校の児童・生徒さんや先生方、当院職員などで会場は超満員。概算で

はありますが、180 名以上の方にお越し頂けたようでした。ご多忙な中、お時間を合わせてご参加頂きました

多くの皆様に対しまして、お礼を申し上げます。ヴァイオリン演奏は、ピアノ伴奏に合わせて行われました。

演奏が始まると、聴衆は静まりかえり、徳永先生のヴァイオリンの音色が響きます。その音色を耳にされた皆

様の反応は様々でした。ある車椅子の女性は、涙を流しながら観賞されておられました。ある支援学校の生徒

さんは、最前列に座って一番近くで演奏を聴けたと笑顔でした。ある車椅子の男性は、頭をしきりに左右に動

かしてリズムを刻んでおられるようでした。それらの反応は総じて、感動や心地良さといった感覚からのよう

に思われ、貴重なふれあいコンサートの時間を堪能されているように見えました。このような素晴らしい時間

を提供して下さった徳永先生を始め、開催にご尽力頂いた宮崎県立芸術劇場スタッフの皆様にも、お礼を申し

上げます。 

 今後当院では、12 月に宮崎ジュニア・オーケストラの

皆様によるコンサートも、同じ大会議室にて開催予定です。

地域の皆様・患者様等へ、生の音楽を味わう機会を提供で

きたらと考えております。その際にも、奮ってご参加を頂

きましたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月から、毎週金曜日午前の内科外来を担当している長友英里香です。 

2002年に宮崎大学を卒業し、一内科の循環器グループに入りました。大学で研

修後、県立日南病院に四年間勤務しました。その後、結婚したため大学へ戻りまし

たが、妊娠時に膠原病を発症したため常勤を退職し、現在は平日午前中に非常勤で

勤務しています。 

ここ数年間は、再診外来、心エコー、健診に従事していたため、初診外来は久し

ぶりです。基本に戻り、一から勉強し直すつもりで取り組みたいと思います。いろ

いろご迷惑をおかけすることもあると思いますが、ご指導よろしくお願いいたしま

す。 

 

 新職員からのご挨拶 

 徳永二男 ヴァイオリンふれあいコンサート 



                                                                                                                                         

 

独立行政法人 国立病院機構 宮崎東病院／広報誌 NEWS 宮崎東                         2019 年 5 月第 121 号/年 6 回奇数月発行 

事務部長 
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中村 京子 

消化器内科医師 

黒木 大介 

 

 

4月より毎週金曜日に勤務させて頂いております黒木大介です。私は、自治医科

大学を卒業後、県立宮崎病院で初期研修を行いました。その後は、島根県隠岐の

島や宮崎県高千穂町といった地域の病院での一般内科医として勤務し、本年度よ

り宮崎大学医学部消化器内科に所属しております。宮崎東病院では、主に内視鏡

検査（胃、大腸内視鏡)、腹部超音波検査を担当させて頂きます。地域医療での経

験を活かし、また消化器内科としての正確な診断を心掛け診療にあたっていきた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

指宿医療センターから配置換えで参りました事務部長の牧野です。 

どうぞ、宜しくお願いします。 

宮崎東病院勤務は今回３回目で、３０年前、算定係長、７年前、管理課長、

と今回の赴任とで宮崎東病院に通算１０年程お世話になります。 

今回は、７年ぶりに帰ってきましたが、院長先生をはじめ顔見知りの先生、

看護師、コメディカルの職員の方々がたくさんいる事に安堵しております。 

さて宮崎東病院は７年前より、経営も安定し、新病棟も開棟し職員の方の頑

張りで、地域の皆様からも必要とされる病院になって参りましたが、残念なが

ら３０年度は赤字決算となりました。全ての職員の方々、地域の皆様のお力を

お借りして、健全な経営に戻すことが使命と思っております。 

あらゆる可能性を実施に向けて頑張りますので、どうぞご協力賜りますよう、

宜しくおねがいいたします。 

 

 

 4月 1日付で九州医療センターより参りました中村京子と申します。宮崎は

初めての地であり、福岡からも実家のある大分からも遠いイメージがありまし

た。しかし、福岡から飛行機で宮崎入りをして、そう遠くないところだと感じた

のが、第一印象でした。のどかな雰囲気の中、自身の職責に対し大きな不安もあ

りましたが、院長先生を始め、皆様方に温かく迎え入れていただきました。また、

看護師長さん、副看護師長さん、スタッフの皆さんが活き活きと仕事をしている

姿にも大きな力をいただきました。職員の皆さんの力を借りて、自分自身の役割

を果たせるように頑張りたいと思っています。 

 今年度は、令和元年であり、新しい物事が始まる年でもあります。病院の経営

を考えつつ働き方改革も考え実施していかなければなりません。病院理念である

「主役は病める人」を常に念頭に置き、財産である職員を大事に、そして、職員

一丸となって、健全経営に対して参画していく必要があります。職員の皆さんと

共に成長し前進していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

編集後記 

 先日、キムリアという超高額治療薬が保険適応となりました。基本、投与は 1 回きりでおよそ 3500 万円

とのことです。様々な使用条件があるようですが、その際本当に深い議論がなされたのでしょうか。誰が

使用の決定をするのでしょうか。そして、次に来るのは保険料の値上げだろう。介護保険料を合わせると

かなりの負担になりそうだ。つらつら考えるとなんだかうっとうしくなりました。ともあれ、当院も新し

い体制になりました。気持ちもあらたに、本年度も宜しくお願い致します。 （ 編集委員 T ） 


