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各地で豪雨の被害が伝えられる中、今日も強い日差しが照りつけています。 

宮崎東病院は新病棟完成から約１年が経過しました。昨年暑い中での職員

総出による引越しプロジェクト大作戦が懐かしく思い出されます。入念な計

画の下、総務、監視、物品輸送、患者搬送の各係に役割分担され、数日間に

わたり安全かつ迅速な移動作戦が展開されました。ようやく患者さんには、

広々とした明るいクリーンな療養環境を提供できることになりました。外の

眺望もすばらしく、時には病むこころを癒やしてくれることと思います。ま

た職員にとっても、器材の配置や効率的な動線が設計に組み込まれ、働きや

すい職場環境になっているようです。大会議室は、院内のみならず地域の行

事、研修会、研究会などにも活用されています。県喀痰吸引等研修事業で

は、今年度から受講生を 200 名に拡大し、院内看護師による実践的な研修

が計画され、各 50 時間の講義と実習が行われます。本修了生による在宅医

療介護の現場における活躍が期待されます。また南海トラフ大地震に伴う大津波による緊急避難施設とし

て宮崎市と協定を結びました。近隣では最も高い 30m の建物に約 800 名を収容できます。地域自治会へ

の病院見学会が開催され、定期的な避難訓練も計画されています。さらに６階建ての建物は夜でも照明が

ともり、地域にとって防犯上も安心感を与えているようです。 

私たちは患者さんや地域住民の期待に応えるためにも、安定した病院運営を行い、さらに良質かつ高水

準の医療の提供を追求し、努力していきたいと思います。 
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当院は平成 6年 11月に開業し、23年が経過した。当初 6人で始めた無床診療所であるが、今総勢 95人

の大所帯になった。元気な時も、末期がんを患っても、脳血管障害などで身体的なハンディーを負っても、

自宅で過ごしたいと希望する人々を支援し続けた結果である。在宅を支えるためには、自宅での療養生活

の質を高めるためのリハビリが欠かせない。そして家族の介護負担を軽減するために昼間だけでも診療所

でお預かりしたいと、デイケアを始めた。そのうち認知症の患者さんが増えてきたため、祇園デイサービ

スを開所し、家族の希望に応じて夕方遅くまで預かることも始めた。最近では予防介護の必要な人への支

援サービスを、単価の切り下げに伴って打ち切る事業所が増え、行き場を失った人々のために新たなデイ

サービス「健康くらぶ万智」を開設した。要介護状態になる前に運動する習慣を身に着けてもらうための

場である。さらに今年の 6月からは失語症の方に特化した地域密着型デイサービス「人の話くらぶ佐智」

も立ち上げ、言語療法と身体リハビリを行っている。 

 私のいた第 2 内科は肝臓がんや血液がんなどの患者さんが多かった。あの頃告知をすることは少なく、

最後の大切な時を入院したまま過ごす人が多かった。そんな中でも自宅に帰りたいと希望する人がいたが、

自宅で終末期を診てくれる診療所はほとんど無かった。そこで自分が受け皿を作るしかないと考え開業し

た。あれから 24時間、365日、在宅療養を希望する人々に応えてきた。夜間や休日に往診を依頼されても

喜々として応じ、疲れを感じなかったのは、やりたかった医療をできているという充足感があったからだ

と思う。 

 しかしながら 10 年前に大きな代償を払うことになってしまった。私以上に医師、母親、妻、嫁の 4 役

で多忙を強いていた妻が、診療中にくも膜下出血で倒れた。失語

症と右半身麻痺が残り今も毎日リハビリを続けている。一度は診

療所を閉めることも考えたが、5 か月の入院生活から自宅に戻っ

た妻の、「家はいいねー」とたどたどしく発する言葉に押されて、

継続することを決めた。昨年 6月からは常勤医師3人体制を敷き、

宮崎県では初めての強化型１の在宅支援診療所を届け出ている。 

 東病院には神経難病や肺がんなどの患者様を紹介していただ

いたり、入院でお世話になったりしています。これからも在宅療

養患者の後ろ盾としてご支援をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 開放型登録医療機関紹介 

   

   

   

〒880-0033 

宮崎市神宮西 1丁目 49番地 1 

TEL 0985-32-2234  FAX 0985-32-1795 

診療科：消化器内科、リハビリテーション科 

※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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 6 月 22 日、当院大会議室において第 13 回宮崎東病院開放型病院登録医運営協議会が開催されました。

外部からの参加者は 22 名で例年よりやや減少したようです。 

 院長挨拶では、児童精神科病棟の稼働、この会議を広く外部に開放し、講演会やイベントなど活発に活

用して頂きたいこと、当院の診療科及び大型医療器械をおおいに利用いただき、登録いただいた先生方と

の結びつきを密にしていきたいことなどが述べられ、その為に当院の担う政策医療、一般医療の充実を一

層図りたいという内容でした。 

以下、次のようなプログラムで進行しております。 

 

●副院長の進行による院外、院内の評議員紹介 

   ●当院職員による講演 

第１席「児童精神科について」（児童精神科医長 橋口浩志）、 

第２席「当院における結核患者の看護と院内感染対策」 

(感染管理認定看護師 田中浩子) 

抄録については後述しておりますので参照ください。 

●懸案であった認知症診断で実施すべき画像検査についてのレクチャー 

 

 最後に質疑応答及び意見交換がなされ、児童精神科での治療内容や人材育成、不登校児とのかかわり方、

結核の診断や死亡率、結核の感染源、介護施設での喀痰吸引問題など多岐にわたる意見、質問がかわされ

ました。 

 

 

「宮崎東病院 児童思春期精神科病棟の紹介」 

 

 平成２９年４月より旧７病棟をリフォームして児童思春期精神科病棟が開棟

しました。宮崎県内唯一の児童思春期に特化した精神科病棟です。病床数３０

床で２床が保護室となっています。開放病床が１８床、閉鎖病床が１０床であ

り、個室が２０室あります。病室以外に学習室、カウンセリング室、相談室が

あります。看護師は１８名、３交代の勤務で、夕方の時間帯には遅出などの対

応をしております。専従臨床心理士１名が心理療法や心理検査を行っています。

精神保健福祉士も１名専従されており、外部の福祉機関や赤江まつばら支援学

校と連絡調整など担当しております。医師は小児科医１名、精神科医２名で担

当しております。入院対象となる患者さんは小・中学生で慢性の身体疾患を有

する方、不登校、ゲームやスマホへの依存、昼夜逆転等の状態の方となります。

現在の病床利用が８割以上となっており、１回の入院期間も長期になる方が多

いのが現状です。緊急の対応は難しい事も多いのですが、ご相談いただけると

可能な範囲で対応したいと考えております。歩み始めたばかりの１階病棟です

が皆様のご支援、ご指導よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13回宮崎東病院開放型病院登録医運営協議会 

児童精神科医長 

橋口 浩志 
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感染管理専従看護師 

田中 浩子 

 

「当院の結核患者の看護と院内感染対策について」 

 

平成 29 年 6 月 22 日に行われました開放型病院運営協議会にて「結核患者の

看護と院内感染対策」についてお話しさせて頂きました。宮崎県内の結核患者

の罹患率は全国平均と同じくらい高さとなっています。当院は、平成 28 年 8

月に新病棟へ移転し、結核病棟はユニット化されました。呼吸器内科病棟と同

一フロアにありますが、呼吸器科内科病棟への感染防止対策として、結核病棟

内は陰圧管理になっています。出入り口については結核病棟専用扉やエレベー

ター等が設けられ、結核患者以外の方が、間違って入る事のない構造になって

います。 

結核の治療は長期間の服薬が必要です。治療が終了するまでの確実な服薬サ

ポートとして直接服薬支援（院内 DOTS）が実践されています。さらに結核の

知識を深め、服薬の重要性を理解して頂くために、「お薬管理頑張るノート」

等を使用し、患者の理解度や服薬状況を確認しながら説明を行い、患者が主体

的に服薬管理を行えるように支援していきます。 

退院後の服薬管理に向けては、入院中より保健所と連携を図り、月に１回

「DOTS カンファレンス」を通して情報共有を行い、患者の個別性に合った服

薬支援を行います。結核は退院したら治療が終了ではありません。社会復帰後

も治療が完了するまで、様々なひとが関わり患者をサポートしていく必要があ

ります。今後も服薬治療中断がないよう、また患者の QOL を保てるよう医療

機関と連携を強化したいと思います。 

 

 

 

 

 

○MRI 

MRI 撮影（1.5 テスラ～3 テスラ未満）   1,330 点 

コンピューター断層診断、画像診断管理加算  630 点 

                     計 1,960 点（1 割負担で 1,960 円） 

 

 

 

○脳血流シンチ 

 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影  1,800 点 

電子画像管理加算（核医学診断）            120 点 

核医学診断料２、画像診断管理加算（核医学診断）    550 点 

 生理食塩液 20mL 注射液、パーヒューザミン注 167MB  4,522 点 

                          計 6,992 点（1 割負担で 6,990 円） 

 

認知症状において考慮される画像検査および費用について 



                                                                                                                                         

 

独立行政法人 国立病院機構 宮崎東病院／広報誌 NEWS 宮崎東                         2017 年 7 月第 110 号/年 6 回奇数月発行 

 

 

○MIBG 心筋シンチ 

 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影       1,800 点 

電子画像管理加算（核医学診断）                 120 点 

核医学診断料２、画像診断管理加算（核医学診断）        550 点 

 生理食塩液 20mL 注射液、ミオ MIBG-I123 注射液 111MB  4,412 点 

                             計 6,882 点（1 割負担で 6,880 円） 

 

 

 

○DATscan 

 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影   1,800 点 

電子画像管理加算（核医学診断）              120 点 

核医学診断料２、画像診断管理加算（核医学診断）       550 点 

 生理食塩液 20mL 注射液、ダットスキャン静注 167MBq  5,670 点 

                        計 8,140 点（1 割負担で 8,140 円） 
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認知症において考慮される画像検査

AD DLB （PD） FTD

MRI ○ 海馬萎縮
VSRAD

○正常 ○正常 ○前頭側頭葉
萎縮

脳血流シンチ ○帯状回後部
両側楔前部、
前頭頭頂葉

○後頭葉
＋AD

×正常 ○前頭側頭葉

MIBG心筋シン
チ

×正常 ○up-take低下 ○up-take低下 ×正常

DATscan ×正常 ×up-take低下 ○up-take低下 ×正常

○必須
×必ずしも必要でない(否定のために実施)
期待される所見

 

 

 

平成 29年 6月 10日に 27回目となる院内研修を開催しました。今回は「リスクマネジメントと危機管

理」及び「災害行動訓練」をテーマとしてグループワークを行いました。 

 「リスクマネジメントと危機管理」では多職種による 7,8名のグループで、落雷による停電や患者から

の暴力、食中毒といった現実に起こりうる事例をもとに、発生した際のマネジメントについて検討を行い

ました。参加者からは医師、看護師のみならず、コメディカル、事務職員といった多職種で、さまざまな

視点での議論ができ、良い経験となったなどの感想が上がりました。 

 「災害行動訓練」では前半は職場ごとに分かれて、現場を確認しながら、災害が起きた際、職場内で倒

壊などの危険がある個所を洗い出し、減災の対策を検討しました。後半は災害シミュレーションとして、

質問形式で避難指示が出された際の患者搬送の順番や、火災発生時に遮断しなければいけない酸素供給路

（中央配管）の元栓の場所や操作方法など、日頃あまり意識されていない事について問いかけを行いまし

た。参加者からは、普段気づくことの出来ない危険について確認ができたとの感想が上がりました。 

 約 3時間に及ぶ研修でしたが、いずれも充実した内容で、参加した 72名の職員にとって大変有意義な

時間となったかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

情け容赦ない暑さに、身も心もほとほとまいりそうです。かといって冷房のかかった部屋にばかりいると鼻がグスグス言い

始めます。まことにやりにくい季節です。わが家には猫が 2 匹おりますが、彼らは脱ぐことができない毛皮を着て生きている。

服を脱ぐことができる人間は、まだましなのかもしれないなどとくだらぬことを考えております。皆様におかれましては如何

お過ごしでしょうか。体調をくれぐれも損ないませんように、暑中お見舞い申し上げます。        （編集委員 T） 

第 27回 院内研修の開催について 

 

（期待される所見） 


