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イチョウが黄色く染まり、ハナミズキの落葉が道を敷き詰め、晩秋の

たたずまいである。 

わが病院では、8 月に新病棟が完成し、ようやく慣れてきたところで

あるが、毎年この時期に火災訓練を行っている。５階病棟を火元とする

訓練火災が設定された。今回のポイントは、火災報知器の鳴動とともに

自動的に防火扉が遮蔽されること、階上から非常階段を使って安全に避

難誘導できることであった。防火扉は初めての実践であったが、問題無

かった。非常階段には一度に多数が押しかけ混雑したが、全員無事に地

上まで降ろすことができた。担送患者には 4 人が協力し巧みなコーナー

ワークを発揮した。また患者状態により避難順序を指示するなどの課題

が残った。昨年まで平屋の病棟とは、大きく異なる今年の訓練であった。 

また 11 月から宮崎県の喀痰吸引等研修事業を引き受けることとなり、看護部が中心となり準備を

進めてきた。喀痰吸引処置は、平成 24 年度から法令により所定の講義と実習を修了した者のみが実

施できる。高齢化社会に向けて在宅医療が重視される中、生命に直結する大事な医療行為である。喀

痰吸引の処置が間に合わず、窒息死に至る実態があると聞く。介護現場を中心にニーズはますます高

まるが、まだ人手が足りない。来年度からは毎年 200 名を養成することになる。輩出された人材が県

内各地で活躍することを期待している。 

これからの地域包括ケアシステムにおいては、医療・介護の在り方は大きく変わっていくであろう

が、私たちは、県・市の行政機関、医師会や医療機関との連携を軸に、地域や県民目線の病院づくり

を目指していきたい。 
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平素より宮崎東病院の皆様には大変お世話になっております。 

宮崎市恒久に宮崎南 じんクリニックを開業しております岩坪耕策と申します。 

当クリニックは主に血液透析患者様の診療をしております。血液透析というとどうしても日常生活

上様々な制限があります。特に人生の楽しみの中でも大きな割合を占める食事に関しての制限が頭に

浮かぶ方も多いのではないでしょうか。この食事について当クリニックでは「好きだけど透析してい

るから食べられない」ではなく、長生きのための医学的目標を考慮に入れつつ「こうすれば透析して

いても好きなものを食べられる」という方法を患者様と一緒に見つけていきたいと考えております。 

また透析療法というものは、週に 3回一生涯通院しなければならないことや毎回穿刺という痛みを

伴うということ、様々な合併症を気にしなければならないということなどの側面もあります。そのよ

うな中でも少しでも気楽に透析を受けることが出来るような透析環境を目指しています。また透析患

者様は付き合いが長くなるため医学的側面だけでなく、現在のご家庭環境や入所していらっしゃる施

設での状況などにも配慮し、生活全般から透

析ライフが快適なものになるよう考えており

ます。 

通院の交通手段にお困りの方には送迎サー

ビスを行っております。その他ご希望の方へ

は当クリニックでの食事のご用意、透析の時

間を利用した透析中でもできる運動によるリ

ハビリや足腰の鍛錬なども行いご好評をいた

だいております。今後も患者様の生活が豊か

になるための一助となるよう、いろいろな方

面でさらに努力していきたいと考えておりま

す。今後共よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 開放型登録医療機関紹介 

   

宮宮宮崎崎崎南南南   じじじんんんクククリリリニニニッッッククク   

院院院長長長  岩岩岩坪坪坪   耕耕耕策策策   先先先生生生   

   

   

〒880-0916 

宮崎市大字恒久 5743-2 

TEL 0985-54-1127  FAX 0985-54-1163 

診療科：人工透析内科 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、100 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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神経内科医師 

斉田 和子 

難病医療連絡協議会 調整員 

久保 智穂子さん 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１０月２２日土曜日、当院大会議室において、東京より順天堂大

学名誉教授水野美邦先生、大阪より森之宮医療大学作業療法科准教授橋本弘子

先生をお招きして、パーキンソン病とともに楽しく生きるというテーマのもと、

パーキンソン病医療相談会、講演会、パーキンソンダンス講習会が開かれまし

た。主催は当院副院長塩屋敬一先生が会長を務めています宮崎県難病医療連絡

協議会でした。宮崎県難病医療連絡協議会は平成１４年４月に設置されてから

今年で１５年目にあたります。神経難病患者さんの病状、環境調整、入院医療

施設などの多くの相談を受け付け、難病医療調整員を当院に配置して調整にあ

たっています。１５年目にあたる今年、５代目の難病医療調整員は久保智穂子

さんです（尚、初代調整員は当院副看護師長中迫貴美子さんです。４年間担当

されましたが、当時はゼロからのスタ―トで大変苦労

されました）。普段は当院外来医事部門の一部にデスク

があり、そこで県との調整、塩屋会長との調整、時に

は病棟に出向くこともあります。 

当日はかなりの土砂降りの大雨の中、県内各地から

患者さん、ご家族はもとより、神経難病にかかわる医

師、看護師、介護ヘルパー、理学療法士、作業療法士、

そして多くの当院医療スタッフが参加し、合計で 160

名を超えるなど大変な盛り上がりでした。 

午前中は水野先生による医療相談がおこなわれまし

た。時間の制約はありますが、多くの患者さんがパー

キンソン病治療に多くのご経験のある水野先生から直

接お話が聞けるとあって、皆さん興奮していらっしゃ

いました。 

午後からは、塩屋会長による宮崎県のパーキンソン病患者さんの現状、療養状況などの話があり、

その後水野先生のパーキンソン病の治療についてのご講演がありました。L-ドーパはなぜ効くのか、

L－ドーパ治療の問題点、ウェアリングオフ、ジスキネジアの治療についてわかりやすくお話しされ

ました。また、患者さんに対して最後に日常生活での注意事項をお話しされ、家庭の中より外のほう

がよく歩けます、余裕ができたら旅に出ましょう、その際にトイレの場所をよく検討しておきましょ

う、と結ばれました。 

そしていよいよ、楽しくリハビリ、パーキンソンダンスの時間になりました。椅子の向きを９０度

変更し、まずは、橋本先生による運動についてのお話がありました。大脳のいろいろな部分を使って、

注意しながら、模倣しながら、記憶しながら、そして自分の運動をイメージしながら運動することが

大事だとお話しされました。運動が最初はできなくても、ちょっとでも以前よりうまく運動できれば、

快感情からもっとドーパミンが出ますよ、続けることが大事ですと患者さんを励まされていました。

その後橋本先生の指導により、パーキンソンダンスというリハビリテーションを全員でおこないまし

た。普段運動をあまり行っていない体には初めの予備運動からついていくのがやっとでした。しかし、

音楽に合わせてお隣の方といっしょに手をつないで椅子の周りをまわったり、見つめあったりなど楽

しい時を過ごすことが出来ました。患者さん方も、ご夫婦で仲良く手を取り合ってよい時間を過ごさ

れていました。 

会終了後には患者さん同士で近況報告される様子や、写真を取り合っているお姿もありました。こ

の日は参加された多くのパーキンソン病の患者さん、ご家族、そしてそれを支える医療関係者にとっ

て、間違いなく有意義な１日でありました。 

 

 

パーキンソン病講演会が開催されました 
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【パーキンソン病講演会の様子】 
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医療安全管理係長 

千代森 夕子 

 

 

 

 

 

国立病院機構では、医療安全対策の均てん化を図ることを目的として平成

23 年度より医療安全病院間相互チェックが行われています。10 月 7 日、導入

以降当院にとっては 2 回目となる相互チェックが実施されました。今回は県境

を超え、診療機能の似た南九州病院との間で実施されました。前回の経験と、

きれいな新病棟への移転後間もないということから、ほんの少しだけ気持ちに

余裕を持った中で準備を行いました。 

しかし、リハーサルを実施

したところ余裕から一転、

焦りに変わりました。建

物がきれいな故に、整理

整頓されていない病棟内

が目立ち、新病棟に見合った環境の見直し整備から

始めました。ここで登場し大活躍をしたのが、看護

部長率いる看護師長会でした。１週間前から業務調

整を行い、チェック対象部署へメンバー揃って出向

き、安全と効率性、そして美化を念頭に室内のレイ

アウト案を出し合いながら改善していきました。 

いよいよ迎えた本番当日、南九州病院の相互チェ

ック部隊 12 名からチェックを受けました。南九州

病院は、病院機能評価を終えたばかりであったため、

鋭い指摘があるのではという更なる緊張が走る中

スタートしました。このような状況の中、医療安全

推進担当者としても活躍している副看護師長を中

心に、プレゼンテーションを行っていただきました

が、日頃の活躍を活かしスムーズな対応ができまし

た。 

 

 

訪問の際は、整理整頓を褒めていただき大満

足の看護師長会でしたが、病院機能評価を終え

た南九州病院の方々とディスカッションもでき、

大変有益なものとなりました。講評では、大き

な指摘事項もなく、医療安全対策については、

たくさんのアドバイスを受けることができまし

た。今回も医療安全病院間相互チェックを通し

て、たくさんの刺激を受けることができとても

良い機会となりました。ご協力くださいました

皆様に感謝いたします。 

 

医療安全病院間相互チェックを受けて 
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管理課 庶務班長 

麻生嶋 芳 

 

 

 

 

11月 17日（木）に消防法により義務付けられています防火管理に係る訓

練を実施しました。今回は新病棟完成後、初めての開催ということもあり、

消防設備の使い方、どのように作動するのかなど手さぐりの状態での訓練で

した。特に心配だったのが、外来管理棟と新病棟の２つに火災受信盤の親機

があり、その親機どうしの連動がどのようになるのか、また、防火扉や非常

階段のパニックオープンが正常に作動するかなど、初めて試す機会にもなり

ました。 

各参加者は、患者搬送や避難誘導のルートなどを再確認し、防災や防火へ

の意識を高める良い機会になったと思います。 

訓練後には、消火器による消火訓練を行い、消火器を初めて扱う職員を 

中心に訓練を行いました。 

今回は、籠城区画に避難し、スプリンクラーが消火をするという実態と違い、屋内散水栓を使った

消火、非常階段を使って患者さんを避難させる訓練を実施しましたが、次回からは、よりリアルな想

定での訓練になるように考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月より神経内科で勤務させて頂くことになりました高妻美由貴と申します。平成 25

年に宮崎大学を卒業し、2 年間の研修を経て宮崎大学医学部付属病院 第三内科へ入局し

ました。これまで大学病院では多岐にわたる神経内科疾患の診断や治療に携わり、その

後勤務した県立宮崎病院では脳血管障害を中心とした急性期医療を経験させていただき

ました。 

至らぬ点も多く、皆様にご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、患者に寄

り添える医療を目指し精一杯頑張っていきます。ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いい

たします。 

 

 2020 年の東京オリンピックを前に、競技会場の設備費用や場所の選定等に話題が尽きませんが、

かつてオリンピックと同様周期で流行すると言われていたマイコプラズマも今年は大流行してい

るようです。前回の大流行も 4 年前、2012 年のオリンピックイヤーでした。これからまた一層寒

くなり、インフルエンザ対策にも心がけなければなりません。今年も残りわずかとなりましたが、

NEWS 宮崎東を 1 年間ご愛読いただき、編集委員一同深く感謝申し上げます。来年もどうぞよろ

しくお願い申し上げます。                      

（編集委員 H） 

異動のお知らせ 

神経内科医師 

高妻 美由貴 

防火管理に係る訓練を実施して 


