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院長 

塩屋 敬一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猛暑の７月となりました。 

その直前の梅雨の終わり、日本列島を大災害が襲いました。西日本豪雨です。 

７月３日から８日にかけ降り続いた雨が、北九州に始まり広島、岡山、愛媛、

京都、岐阜へ拡がって未曾有の豪雨となりました。死者、行方不明者が３００名

近く今も捜索が続いています。宮崎でも小林の方が１名お亡くなりになりました。

きっかけは九州西部に沿って北上した台風７号でした。 

かつては鹿児島、霧島など梅雨の終わりに必ず集中豪雨となっていましたが、

最近では北方に移動した感があります。しかし油断は禁物です。平成１７年９月

６日台風１４号が九州の西をゆっくりと北上し日本海に抜けました。この時大量

の雨が降り、宮崎は大淀川流域の広い地域が水没し、交通遮断、断水、停電がおきました。県北部では倒木が流れ鉄

橋を破壊しました。その結果高千穂鉄道は遮断され、終に再建出来ませんでした。当時の関係者のお一人は「『宮崎

は災害に強い』と言う神話が崩れ去った。犠牲者が出なかったのが不思議なくらいだ」と言っておられました。 

さて、今、当地域の災害の最大の関心はというと、南海トラフ巨大地震です。これは日向灘沖地震と連動し津波を

含む大きな災害をもたらすと予想されています。 

かつて１６６２年には日向灘を震源とするマグニチュード７．６、震度６強（推定）の外所（とんどころ）地震が

起き、当院の南西の平野から木花地区にかけ水没しました。跡には大きな入り江ができました。倒壊３８００棟、７

つの村が水没、外所村は一夜のうちに海中に没したとされています。津波は宮崎市付近で４〜５m だったそうです。 

さてこの災害への対策は十分でしょうか？ 

当地域（浜畑地区）は平成２０年に自主防災隊を結成。これまでに８回の災害対策情報交換会を実施しました。参

加者は浜畑自治会、宮崎空港、宮崎ゴルフ、老人ホーム宮崎荘、赤江まつばら支援学校ほかです。この対策の中で当

院は避難受入先という重要な役割を担っています。地震発生後、住民はまず一時避難します。次いで二時避難施設へ

の移動。「自助」により２日間を乗り切って「共助」、支援が来るのを待つという大きな流れが想定されています。飛

行機の旅客やゴルファーの方も取り残されるでしょう。（次ページへ） 
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宮崎東病院の基本理念 

「主役は病める人」をモットーとして患
者さんの人権を尊重し、良質かつ高水準
の医療を提供します。 

 

国立病院機構の理念 

私たち国立病院機構は、国民一人ひと
りの健康と我が国の医療の向上のため
に、たゆまぬ意識改革を行い、健全な
経営のもとに、患者の目線に立って懇
切丁寧に医療を提供し、質の高い臨床
研究、教育研修の推進につとめます。 １． 巻頭言                     

２． 第 14 回宮崎東病院開放型病院登録医運営委員会の開催 

３． 平成 30 年度 開放型登録医療機関紹介 

４． 「ロボットスーツ HAL」を導入して 

５． 第 4回 東風の会 開催 

６． パーキンソン病医療講習会 

７． 新任のご挨拶 

８． 異動のご挨拶 

９． 編集後記 

巻 頭 言 災害対策について 
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かつての外所地震の際には当地域は被害を受けなかったとされています。恐らく津波の際には、当院は島のように

海上に浮かび入院患者さんや避難民の方の医療活動をしながら籠城を余儀なくされることでしょう。やがて空港に自

衛隊機が降り立ち当院と共に救援活動を行うだろうと想像します。 

その日までに重要なことはライフライン喪失への対策、患者や住民の安否確認の方法、診療機能の維持方策です。

そしてこの活動の基本になるのが人員の確保です。 

職員の皆様には、まずご自身とご家族の身の安全を確保されますように。そして是非当院に参集して下さい。参集

の基準は震度５強以上です。この数値をニュースで聞かれましたら十分に気を付けて病院へ集まって戴くことをお願

い致します。 

その日の、病院としての機能を維持すべく、平時において準備を進めていきたいと考えています。 

今後とも皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

6 月 21 日、当院大会議室において第 14 回宮崎東病院開放型病院登録医運営委員会が開催されました。外部

からの参加者は 20 名で例年よりやや減少したようです。 

 院長挨拶では、当院の歴史を振り返ると確かに脈々と続く伝統があり、地域とのつながりが密であった。こ

れからも今までと同様に良い関係を保っていきたいと述べられました。 

以下、開放型病院運営協議会委員紹介、新規開放型病院登録医紹介、当院新任医紹介、地域医療連携室紹介

と続きました。 

 今年の当院職員による講演は下記のとおりです。 

 

第 1 部 

１席「地域との連携で自宅で最期を過ごすことができた間質性肺炎の 1 例」 

呼吸器内科  北村 瑛子 

２席「当院の外来化学療法について」 

がん化学療法看護認定看護師  東 紗穂 

第 2 部 

   「ロボットスーツ HAL(医療用下肢タイプ)導入に伴う話題提供」 

                           理学療法士長  仮上 透 

 

質疑応答及では、顔の見える関係で紹介、逆紹介ができることが有難い。当院へ出向きやすい時間にカンフ

ァレンスを開いてもらえると有難い。地域との結びつき強化のために医療は役立つ。気胸の患者さんについて

は 24 時間対応してくれるので有難い。などの意見がだされました。なお、演題に関わる抄録や問い合わせにつ

いてはご一報いただけるとありがたいです。 

 

 

 

 

 

 第 14回 宮崎東病院開放型病院登録医運営委員会の開催 
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宮崎東病院には日頃より大変お世話になり感謝申し上げます。当院は 1994 年 1 月に「綾町クリニック」(当時閉院)

の建物を改装し「たまきクリニック」として開院しました。建物の老朽化のため 2014 年 12 月に同敷地内で新築移

転致しました。現在は新しいクリニックで快適に診療しております。はやいもので本年で開院 24 周年を迎えました。

当院のスタッフは医師 2 名、受付事務 4 人、看護師 4 人の計 10 人です。私は糖尿病を中心とした生活習慣病を中心

に、副院長の妻が消化器を主に担当し、地域のかかりつけ医として診療にあたっています。外来患者さんは高齢者が

多数を占めていますが、小児科も標榜しているため小児の患者さんも来院されます。小児科は専門ではありませんの

で、県立宮崎病院小児科と連携をお願いしています。大学を卒業して 34 年になります。当然ですが世の中は大きく

変化しました。一つの例として、糖尿病診療はかなり様変わりしました。私が大学を卒業した 1984 年は、糖尿病の

治療薬は SU 薬と BG 薬とインスリンがすべてでした。1978 年にフェンフォルミンが乳酸アシドーシスの副作用で

使用禁止となり BG 薬はほとんど利用されない時代でした。大腸菌を利用した遺伝子組み換え型ヒトインスリンであ

るヒューマリン Rは速効型とはいうものの食事前 30分に投与しなければ効果が出現しないという不便なインスリン

でした。2001 年に超速効型であるアナログ製剤リスプロが発売され、2009 年にアスパルトとグルリジンも発売され

ました。その結果、食直前投与で食後血糖のコントロールが可能となりました。

長時間作用型も中間型から持効型へと進歩し安定した血中濃度を保てるよう

になりました。内服薬では 1993 年にαグルコシダーゼインヒビターが発売さ

れた後、次々と新薬が登場し、現在 7 種類の経口薬が使える様になりました。

近年、心血管イベントを抑制すると言うエビデンスが明らかになった SGLT-2

阻害薬や GLP-1 受容体作動薬も手に入るようになりました。そのおかげでか

なり質の高い血糖コントロールが外来でも可能な状況になりつつあります。一

方、基本的なことですが食事療法や運動療法を効果的に行うためには多職種の

連携がとても大切です。そのために今後当院でも地域糖尿病療養指導士

(CDEL)を育成したいと思っています。また、予防接種も積極的に行っており

ます。訪問看護ステーションと協力しながら在宅医療にも携わっています。そ

の他、綾町の教育委員会や国民健康保険の委員、園医や学校医、産業医、医師

会の仕事もさせて頂き充実した毎日を過ごしております。当院から宮崎東病院

は少し距離がありますが、今後も患者さんのご相談をさせて頂くことも多々あ

ると存じます。今後ともどうか宜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 

   

たたたまままきききクククリリリニニニッッッククク   

院院院長長長  玉玉玉置置置   昇昇昇   先先先生生生   

   

〒880-1303 

東諸県郡綾町南俣 657-4 

TEL：0985-77-2512  FAX：0985-77-1200 

標榜診療科：内科、小児科 

※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、102 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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作業療法士 

安東 高志 

 

 

 

 

 

2018 年 4 月に宮崎東病院に赴任した作業療法士の安東です。 

当院は神経・筋疾患の拠点病院であり、日に日に進行していく神経・筋疾患の

方々に対して、日々悩みながら関わっている毎日です。 

さて今回、宮崎東病院は 7 月からサイボーグ型ロボット HAL（Hybrid 

Assistive Liｍb）を導入することになりました。適用疾患は脊髄性筋萎縮症、球

脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病、遠位

型ミオパチー、先天性ミオパチー、封入型筋炎、筋ジストロフィーの 8 疾患です。 

対象条件は、以下の通りです。 

①体重 40～100 ㎏、身長 160～175 ㎝程度の方（M サイズ） 

②大腿長、下腿長など身体サイズが合い、HAL の装着が可能な方 

③現在何とか歩行が可能な方 

④介助または歩行補助具を使用することで、10ｍ以上歩行可能な方 

⑤原則として 1 ヶ月の入院が可能な方 

⑥意識障害、高次脳機能障害、認知症状、精神症状など生活上のトラブルがない方 

 

 神経・筋疾患の患者様が歩く場合、上手く筋肉を動かせないため、どうしても過剰に他の筋を使うことにな

り、その無理が筋をどんどん壊して病状を悪化させます。サイボーグ型ロボット HAL とは、人が筋肉を動か

そうとしたとき、歩行に必要な筋の微弱な生体電位信号を読み取り、歩行動作をサポートするものです。休め

る筋は休めたまま、必要な筋のみが上手に使えるよう補助できる装置となっており、神経機能の再生にも効果

が期待されています。HAL 適応の患者様には、約 1 ヶ月程度入院して頂き、HAL 治療計 9 回、使用前後の評

価を行うこととなっています。 

 運用を開始したばかりで、装着、モードの調整など戸惑うこともありますが、使用後の患者様から「移乗が

楽になった。」との声も聞かれます。このサイボーグ型ロボット HAL が患者様の ADL、そして QOL を高める

ものであるとともに、患者様の笑顔が少しでも多くみられるように努力して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ロボットスーツ HAL」を導入して 
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内科医長 

谷岩 公博 

 

 

 

 

去る6月16日、第4回「東風（こち）の会」が開催されました。同会は、退職者、

他院に移動された職員、現職員が一同に会するOB会で2年に一度開催されます。

今年は約90名の参加でした。懇親会に先立って行われた総会では、役員紹介、決

算報告、会長の交代が承認され、現院長による病院の概況が報告されました。懇

親会では、そこかしこで昔話に花を咲かせ旧交をあたためている様子が見てとれ、

今は忘れ去られているかもしれないが、その時は確かにこれらの人たちは、この

病院にいたのだとあらためて思い知らされた気がしました。職員の紹介では結婚

の予定を発表した職員もいて、皆から祝福を受けるという微笑ましい光景も見ら

れました。我々の病院は中規模の病院であり、医療職も事務職も顔の見える範囲

で仕事ができる環境にあります。それが他職種の人たちとのつながりを密にする

要因になっているのでしょう。ともあれ、楽しいひと時を持つことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「パーキンソン病医療講習会(県難病医療連絡会主催)は 2 日、都城市のメインホテルであった。患者や家族、

市内の専門学校生ら 130 人が参加した。順天堂大の水野美邦名誉教授（神経内科）が医療相談に応じたほか、

大阪大学医学部附属病院神経内科・脳卒中科の望月秀樹科長がパーキンソン病治療の現状について講演。最新

の治療法や新薬開発へ向けた動きなどを紹介した。森ノ宮医療大(大阪市)保健医療学部作業療法学科の橋本弘子

教授は、患者が椅子に座ったままできるパーキンソンダンス講演を行った。音楽に合わせて関節や筋肉を動か

し、楽しみながら体の機能を保つ方法を指導。参加者は背筋を伸ばしたり、つま先やかかとの上げ下ろしを繰

り返したりした。全国パーキンソン病友の会の甲斐敦史県支部長は「患者同士だからこそ分かる思いがあり、

互いに話し合って役に立つことができる」と会への参加を呼び掛けていた。」 

 上記は今年 6 月 6 日、宮崎日日新聞の記事であるが、同講習会には当院院長および看護師長も参加した。当

院は難病医療連絡協議会拠点病院でもある。今後も難病法のもと新たな難病対策が検討されることをふまえ参

加、協力していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回 東風の会 開催 

パーキンソン病医療講習会 
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呼吸器内科医師 

北村 瑛子 

呼吸器内科医師 

宇都 加寿子 

 

 

 

 

 

 7 月からお世話になっています。宇都 加寿子です。 

大分大学医学部を卒業後、県立宮崎病院で初期臨床研修をしました。その後、宮

崎大学医学部 内科学講座 呼吸器内科学分野に入局しました。今年で医師 5

年目です。マッサージをすることもされることも大好きで、学生の時にマッサー

ジの資格もとりました。マッサージを人にすることは滅多にないですが、少しで

も日々の生活や仕事に活かせたらと思います。今までとは少し違う患者さんとの

関わり方や新しい環境に戸惑うことも多いですが、周りの方々の優しさに救われ

ています。一生懸命に頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎東病院に赴任し、2 年と半年がたちました。結核、肺癌、間質性肺炎など

慢性期の呼吸器疾患の診療を主に行い、病気のことは勿論ですが、最期を迎える

患者さんや家族との関わり方をたくさん学びました。地元で治療を受けたい、自

宅や施設に帰りたいと希望する患者さんも多かったので、先生方には、日々の診

療だけでなく、時にはお看取りまで依頼することもあり、大変お世話になりまし

た。至らない点もあったと思いますが、東病院での経験を次の職場でも生かして

いきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 平成 30 年 8 月 1 日より、初診外来受付時間を下記の通り変更いたします。 

 ご理解とご協力お願いいたします。 

記 

 

 ＜変更前＞ 

  受付時間       8 時 30 分～12 時 00 分 

                 ↓ 

 ＜変更後＞ 

  受付時間 （初診）  8 時 30 分～11 時 00 分 

  受付時間 （再診）  8 時 30 分～12 時 00 分 

 

 
 

ジメジメとした長い梅雨が明け、蝉の声がちらほら、晴天の美しい季節となりました。今年の宮﨑県は他県に負けず劣ら

ずの 34℃以上の猛暑日が続いております。水分はこまめにとり、熱中症には十分に気を付けましょう。 

 また、世界一暑い国（ジブチ共和国）の最高気温は 71.5℃。信じられないような暑さが世界にはあるようです。猛暑なら

ぬ、酷暑といったところでしょうか。暑さに負けず頑張っていきましょう。 （ 編集委員 T ） 

異動のご挨拶 

新任のご挨拶 

外来受付時間の変更について（重要なお知らせ） 


