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2020 年７月５日宮崎県で第 18 例目のコロナ患者が発生した。東京では毎日 100 例を越

えている。以前と異なり、報道は経済再開との両立を呼びかけている。新常態への対応と言

うことである。 

「新常態」とはこれまでの世界が構造的に変化し、新たな常態と常識が出現したときに使

われる言葉である。ニュー・ノーマルという。2003 年のＩＴバブル後、2007-2008 年の世

界金融危機後に言われ始めた経済用語だそうで、確かに景気の上げ潮、下げ潮を考えれば分

かりやすい言葉である。ベクトルの向きが反転する感じだろう。2014 年に経済成長率鈍化

に見舞われた中国において、習近平もこの言葉を使った。 

そして 2020 年この言葉はコロナ感染症出現後の新しい世界を指す言葉となった。ポスト

コロナ、ウィズコロナと言われる世界のことである。周りを見渡すと観光、イベントの自粛、

外食の減少、航空産業危機、企業の経営破綻と失業、社会保障など医学的概念を超えた現象が新型コロナ感染症の結果として語

られる。コロナは今や経済用語かも知れない。 

この新常態への対策は、マスク・手洗い、三密回避、移動自粛、夜間外出制限、テレワークなどであろう。これらの多くは人

間関係を粗にし、需要を抑制し、行動に制限を加える内容になっている。病院もそのように対応してきた。曰く、面会制限、外

来抑制、電話診療、感染防御、接触回避である。 

果たしてこのような対応はいつまで必要なのだろうか？早々に終息し元の世界が復元して来るのだろうか？それとも常にコロ

ナを意識しながらの生活が１世紀先までも続くのだろうか？ 

江戸時代に恐れられた感染症は疥癬、梅毒、はしか、天然痘、コレラの５つだそうである。今はそれほど怖くない。しかし明

治以降の結核はどうか？昭和の戦乱に乗じて激増し未だに残る。当院は結核診療を目的に設置され、専門病棟で治療を行って来

た。が、未だに結核は過去の病気ではない。果たしてコロナは第二の結核になるのだろうか？いつまで続くのかは誰にも分から

ない。 

病院は最初に病気にさらされ、最期まで病気に関わるものなのだろう。当院のような公的病院に突きつけられた重い課題であ

る。 

この問題にどう対処するのか？答は一つである。「新常態」においても地域や住民を守るべく診療を続ける。院内感染防御が特に

重要だ。これこそ公的病院の勤めと考える。皆様のご理解ご協力をお願い申し上げる。 
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当院は宮崎市堀川町という宮崎駅の近くで呼吸器内科を標榜しております。駅近ではありますが少し奥

まった場所にあり、知らない人は少し分かりにくいだろうなという印象です。平成 11年に父・山下秀一

と母・山下優子が開業し、今年の 4月より若輩者ですが娘の私・今東恵が引き継いで診療をしております。 

しかし引き継いだ時は既にコロナ禍の真っただ中。日に日に変わる世界情勢や日本の感染者数、感染対

策にアンテナを張りながら、患者さんから新型コロナに関しての質問を受ける毎日でした。暖かい気候の

内に、徐々に定期通院の患者さんとの関係を作っていこうと思っていた矢先の「こんなはずじゃなかった」

という状況。マスクも消毒薬も入手困難になり、パンデミックの恐ろしさをひしひしと感じながらなんと

か日々の診療を行っていました。時には 5件以上の病院から受診を断られた発熱・咳嗽の患者さんが 1時

間以上かけて当院に受診に来るということもあり、現在のコロナ禍や今後の感染症パンデミック時の医

院・クリニックの在り方に関しても考えさせられます。このコロナ禍が早く収束することを祈りつつ、こ

の機会に多くのことを学び今後に活かしていかねばならないと強く感じております。 

当院から宮崎東病院までは車で 15分から 20分程度になります。当院は呼吸器内科のため呼吸器疾患の

患者さんが多く、結核を始め呼吸器感染症や気管支喘息等の重症の方・CT撮像の必要な方・治療反応の悪

い方など多数ご紹介させていただいており、本当に日々先生方にはお世話になっております。先生方との

連携の中で勉強させていただくことも多く、まだまだ自分の経験・知識不足を痛感することが多々ありま

すので、しっかりと日々勉強を積み重ね精進してまいりたいと思います。今後とも患者さんを紹介させて

いただくことになりました折には、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度 開放型登録医療機関紹介 

   

堀堀堀川川川町町町山山山下下下内内内科科科呼呼呼吸吸吸器器器科科科医医医院院院   

院院院長長長  今今今東東東   恵恵恵   先先先生生生   

   

〒880-0873 

宮崎市堀川町 10番地 

TEL：0985-32-2341 FAX：0985-32-2004 

標榜診療科：内科、呼吸器科 

※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、105 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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磯﨑 嘉人 
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 Hybrid Assistive Limb 医療用下肢タイプ(以下 HAL)は緩徐進行性の神経・筋疾

患患者を対象に 2015 年 11 月に新医療機器「生体信号反応式運動機能改善装置」

として薬事承認された治療ロボットです。5 週間以内に 9 回実施を 1 クールとし、

HALによる歩行運動処置を間欠的に繰り返すことで歩行機能を改善することが目

的とされています。 

 現在、脊髄性筋萎縮症（SMA）、球脊髄性筋萎縮症（SBMA）、筋萎縮性側索硬

化症（ALS）、シャルコー・マリー・トゥース病（CMT）、遠位型ミオパチー、封

入体筋炎（IBM）、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーの 8 疾患に対する歩行運

動処置が医療保険の適用となっています。 

 当院は神経内科医師の指導の下に 2018 年 7 月より HAL：M サイズを導入し、

2020 年 1 月より S サイズを追加しました。身長や体重、大腿長・下肢長等の身体

サイズが合い、HAL の装着可能な方が適応患者となります。また、10m を安全に

自立歩行できず、介助または歩行補助具を使うことで 10m 以上歩行可能な方を対

象としており、この範囲に当てはまる方が推奨されています。 

 今年度は看護部にも電極の貼り付けや除去などご協力も頂き、病院全体で取り組んでいることを更に実感し

ており、今後も患者様の「可能な限り歩きたい」の希望に添えるように実施していきたいと思います。 

リハビリテーション科はリハビリテーション科担当医師を中心に理学療法士 6 名、作業療法士 3 名、言語聴

覚士 1 名で構成されており、それぞれ個性のあるスタッフにて、毎日、笑いの絶えない職場で楽しく業務を行

っています。また、毎月・毎週勉強会など常に切磋琢磨しており、患者様にはリハビリテーションの技術はも

ちろん、心のこもったリハビリテーションの提供を心がけています。”宮崎東病院でリハビリして良かった“と

言われるように今後も取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の 11 月より当院でシステムエンジニアをさせていただいております磯

崎 嘉人といいます。今までは、異業種（小売業、建築関係）の職場でシステム

担当をしておりましたが、病院でのシステム担当は今回が初めてで、日々試行

錯誤しながらさまざまなことを学ばせていただいております。 

 パソコン、プリンタ、電子カルテ、サーバ・・・些細なトラブルでも診察や

患者様に迷惑が掛からないよう、いかに早く原因を突き止め、再開ができるよ

う常に心がけながら仕事にあたっております。 

 慣れない環境で大変ですが、一つ一つ乗り越えていきたいと思います。 

 

 

システムエンジニア業務について 

HAL（Hybrid Assistive Limb 医療用下肢タイプ）の紹介 
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去る 5 月 15 日、宮崎大学附属病院臨床研究支援センターの岩江荘介先生をお呼

びし、研究倫理講習会が開催されました。「人を対象とする医学系研究に関する指

針と研究倫理の基本」という演題での講習会で、臨床研究と臨床試験、治験の違

い、臨床研究の種類について述べられ、その後研究活動を通して守られるべきル

ールについてお話し頂きました。研究活動を通して最も優先されるべきは研究対

象者の保護である。研究というものは対象者に負担(時間、身心への負担、プライ

バシー侵害のリスク)を強いるものであり、だからこそインフォームド・コンセン

トが重要になるという基本に始まり、研究の意義、目的、妥当性を確保するには

どうすればよいのか、倫理の面から分かりやすく説明頂きました。それにしても、

倫理的配慮を欠いた研究が後を絶たないとはいえ、研究ひとつ執り行うのにこれ

ほどの決まりごとがあるとは、あらためて内容の深さ、複雑さに驚きを禁じえま

せんでした。 

 

 

 

  

宮崎大学病院 2年目、臨床研修医の徳永成将です。 

5月の一ヶ月間という短い間ですが、児童精神科での研修でお世話になりました。 

研修期間中、午前中は外来、午後は病棟を中心に業務に携わらせていただきまし

た。外来では、再診の陪席が主でしたが、多くの患児の様子を見ることで、特性や

関わり方を学ぶことができました。また初診患児の予診を取らせて頂く機会もあり、

実際に患児やその保護者と関わってみることで、見学するだけでは学べない距離感

や話の運び方といったものを経験し、学ぶことができました。病棟では、午後の活

動の時間を患児と過ごすことが多く、それぞれの生活の中での特性や患児たち同士

の関わり方を肌で感じることができました。長い時間多くの子どもたちと触れる機

会が今までに少なかったため、戸惑うこともありましたが、子どもたちのコミュニ

ティーの中での過ごし方というものも新たに学ぶことができました。 

先々は小児科専門医を目指していることもあり、この一ヶ月の研修では将来のため

に多くのことを学ぶことができました。こういった特性を持つ子がいること、その

子達との関わり方を忘れずに頑張りたいと思います。 

 

 

 

 

令和 2年 8月 1日より、診療受付時間が変わります。 

地域医療施設の皆様、地域住民の皆様におかれましては、 

何かとご不便をおかけするかもしれませんが、何卒ご理解の

程、よろしくお願い致します。 

（※詳細につきましてはこちらをご覧下さい。） 

 

 

 
編集後記 

来週早々に長梅雨が明け、夏本番がやってきますが、新型コロナはいっこうに収束の気配がありません。

感染対策のマスク継続中ですので、皆様、熱中症にはくれぐれもご注意くださいね! 

        （ 編集委員 N ） 

2020年度 国立病院機構宮崎東病院 研究倫理講習会 

臨床研修を終えて 

診療開始時間の変更について 


