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「Web 会議」、まだ聞き慣れない方もあるかも知れません。英語の堪能な方は蜘

蛛の巣の張った会議室をイメージされるかも知れません。 

新型コロナ感染症がもたらしたものは、３密を回避し人間活動を疎遠にし、一部

の社会活動を停滞させるものでした。その対策で出てきたのがこの「Web 会議」と

いう IT利用方法でした。以前だったら出来なかったことです。大変素晴らしいも

のだと思います。殆どの人がスマホを持っている現在、誰でもどこでも会議をでき

る環境にあると言えます。その可能性は無限大かも知れません。私も医学会、院長

会、コロナ対策会議、医薬品説明会などでこのシステムを経験することが出来まし

た。そこでこの便利なシステムを３つに分類してみました。 

①講演会型、これは新薬の説明会などで経験しましたが、かなり一方向通信に近い

ものです。テレビに近いものです。大規模になると１０００人単位の学会でも行えます。なかなか質問できません。 

②座談会型、どうしても親密な会話のいるもので、双方向です。これはむしろ遠方の家族と会話を楽しむような場で

経験しています。 

③討論会型、確実に結果を出さねばならない会議の形式です。これは熱が入ります。 

以前なら飛行機などを利用して遠くに移動して宿泊しないと、出席できなかった会議が自宅で自由に参加できる

ようになりました。一方で、①の講演会型など、いったん見逃すと見ることができません。ビデオには撮るなと言わ

れます。コンピュータを利用しているのだから閲覧できるはず。このような批判や要望はあるのではないでしょう

か？是非「アーカイブ」での再配信を行う流れになってほしいものです。せめて翌日までは受診の権利を認めて頂き、

自由に会議の内容を再視聴し勉強できると良いのにと思います。③の討論会型ですが、このような討論を目撃したこ

とは少ないです。そのような元気のある参加者も少ないだろうと思います。もし感情的な議論になると嫌になってチ

ャネルを切る方も出てくるかも知れません。正論と正論がぶつかるような実際の会議の場は今後かなり制限され、配

信会場近くに住んでいる方でないと質問もできなくなるような気がします。 

最後にコロナが早く終息して真の会議が復活すること、そしてより真摯な討論会のみ選択して旅行すれば良いような

理想の環境が出現することを願っています。 
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宮崎東病院の皆様にはいつも大変お世話になっており、お礼申し上げます。 

 

このはな生協クリニックは 1987年 6月に『このはな共立診療所』として開院し、1992年 4月に『この

はな生協クリニック』と名称を変更しました。1997年 4月に現在地に移転しこれまで様々な方の支援を頂

き、診療・往診・ディサービスを行ってまいりました。2020年 6月 30日まで紙カルテでしたが、7月 1

日から電子カルテを導入しました。 

 

私、高田慎吾は 2019年 11月 1日に宮崎生協病院から、このはな生協クリニックに赴任しました。 

私は大学卒業後すぐに鹿児島・宮崎民医連に就職しました。総合病院鹿児島生協病院で 1.5年のローテ

ート研修後、宮崎生協病院に 1.5年、鹿児島生協病院 1年、奄美大島の瀬戸内町古仁屋の南大島診療所 2

年、鹿児島県国分生協病院 3年、大阪市立大学第一内科 1年、2002年から 17年間宮崎生協病院に勤務し

ました。 

 国分生協病院時代に現宮崎生協病院院長の遠藤先生と現奄美中央病院院長の福崎先生に循環器疾患の

指導を受けました。国分生協病院後、大阪市立大学で循環器疾患について心エコー図検査を中心に勉強さ

せていただきました。 

 診療所勤務は 1996年から 2年間の離島診療所と、2003年に半年間、おおつか生協クリニックでの経験

がありますが、久しぶりの診療所勤務です。 

私は北海道の寒い（しばれる）冬に辟易し、学生時代は

雪の降らないところでと思い、宮崎医大を受験しました。

九州に来てもうすぐ 40年になろうとしています。宮崎の

皆さんには学生時代から大変お世話になってまいりまし

た。体力と気力が続く限り宮崎の地域医療に従事したいと

思っています。 

 今後も宮崎東病院の先生方にはお世話になることが

多々あると思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度 開放型登録医療機関紹介 

   

こここのののはははななな生生生協協協クククリリリニニニッッッククク   

院院院長長長  高高高田田田   慎慎慎吾吾吾   先先先生生生   
（（（111999999222 年年年   宮宮宮崎崎崎医医医大大大卒卒卒）））   

〒889-2151 

宮崎市大字熊野 1613 

TEL：0985-58-1222 FAX：0985-58-3110 

標榜診療科：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、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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臨床検査技師 

矢野 明日香 

①案内板 ②心電図検査 ③トレッドミル負荷心電図 ④ABI(血管脈波図)検査 

⑤肺機能検査 ⑥簡易聴力検査 ⑦脳波検査 ⑧シールドルーム 

 

 

 

 当院の研究検査科は正面玄関入って左、外来の先に位置しています。5名の臨床検査技師で採

血・検尿などの検体検査、結核や病原菌を検出する微生物検査、病理・細胞診検査等々と多岐に

渡って患者さんのために日々業務を行っています。全ての業務案内をすると長編（？）になりそ

うなので、今回は生理検査について紹介をしたいと思います。 

生理検査は検査業務の中では先述の検体検査や微生物検査のように患者さんから採取された

血液や尿、喀痰で行う検査とは異なり、直接患者さんと接して生体情報を得て行う検査になりま

す。生理検査室の入り口にある案内板①には当院で行っている検査について表示しています。こ

の中で代表的な検査について、いくつか紹介をしていきます。 

最初は心電図検査②です。心臓からの電気信号を検出解析して不整脈（上室性・心室性期外収

縮や心房細動など）や心筋梗塞などの虚血性心疾患、脚ブロックなどの伝導障害と色々な心臓疾

患を見つける検査です。両手足と胸部に電極を装着してベッド上で安静にした状態で記録する安

静時心電図、同じ状態で 3分間記録して心拍数の変化を解析する CV-RR（自律神経系の検査）が

あります。また、階段昇降をして心拍数を上げる負荷を行い、負荷前後の心電図を記録するマス

ター負荷心電図も行っています。 

負荷心電図の中で負荷の強度を随時あげながら心電図をリアルタイムで記録するトレッドミル負荷心電図③も行っています。 

次に紹介するのは ABI（血管脈波図）検査④です。両腕・両足首の血圧を測定することで血管の硬さ（動脈硬化）の程度や、閉

塞性動脈硬化症（ASO）を見つける検査になります。血圧を測定して脈波の伝わる速度を解析して血管の硬さを評価、左右の手・

足の血圧に差があると下肢動脈の狭窄や閉塞の評価を行うことができます。 

 

 

肺機能検査⑤は肺活量（VC）や努力性肺活量（FVC）を主に検診や術前検査、肺疾患のスクリーニング検査として、機能的残気

量（FRC）、肺拡散能（DLCo）を精密肺機能検査として行っています。喘息の疑いがある患者さんで気管支拡張剤の効果があるか

どうかを吸入前と吸入後で改善があるかどうかを見る可逆性試験も行っています。 

検診項目のスクリーニングで簡易聴力検査⑥と眼底検査（散瞳薬を使用しない）も行っております。 

生理検査室の一番奥には脳波検査室⑦があります。脳波検査は脳の活動によって流れる微弱な電流を検知して脳の働きを検査し

ていきます。脳の過剰な電気的活動によって発作を起こすてんかんなどは脳波検査が診断や治療効果の評価には重要な検査にな

っています。検査は微弱な電気信号を検知するため電磁波が入ってこないようにシールドルーム⑧で行います。頭部の各所に電

極を装着して覚醒時から可能な限り睡眠時の記録を行います。途中光の点滅や過呼吸負荷を行いてんかんが誘発されないか記録

していきます。 

今回は生理検査室の紹介をさせていただきました。研究検査科はまだまだ多種多様な検査を日々行っております。また少しず

つでも検査科についてお話しできたらなあと思っております。今後とも患者さんのために貢献していきます。よろしくお願いし

ます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究検査科へのご案内 
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主任児童指導員 

守山 公基 

七夕行事装飾 コスモス天井装飾 ヒマワリ天井装飾 

 

 

 

 療育指導室は、主任児童指導員 1 名、児童指導員 1 名、保育士 1 名、心理療法士（非

常勤）1 名の計 4 名で構成される部署です。院内の福祉・心理職として、主に 4 階病棟

の入院患者様への支援に携わっています。 

ちなみに 4 階病棟の患者様は、筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症（ALS）な

どの疾患に起因する全身機能の障害をお持ちで、障害福祉サービスのうち「療養介護」

の支給決定を受けた神経筋疾患の方々です。日常生活では、医療・看護・介護・リハ

ビリ・余暇活動・心理的ケアなど全般的な支援を必要とされています。 

 療育指導室スタッフは、一般病棟から療養介護等病棟への転棟調整を行い、転棟後

は福祉的支援や余暇活動支援を行っています。余暇活動支援について、例年は棟内で

コンサートなどの催しを実施していましたが、今年度は新型コロナウィルス感染対策

のため、外部からゲストを迎えての催しは全て中止としました。代わりに注力してい

ることとして、オンラインでの面会サポートが有ります。現在のところは、患者さん

自身でスマートフォンやタブレットを所有していらっしゃる方に、アプリのビデオ通

話機能を使用して、患者さん本人とご家族が通話出来るようにサポートを実施しています。 

ただ、少数のスタッフが居室を訪問しての季節行事などは、例年通り実施しています。加えて、患者様に少しでも

季節を感じて頂けるよう、保育士が装飾や制作なども実施しています。本冊子表紙の「ぶどう」は、患者様が花紙を

丸めたものを、段ボール・ラミネート時に余ったプラ板で作った「房」に張り付けた物です。装飾物のヒマワリ・コ

スモスも手作りで、寝たきりの患者様の視界に入るよう、入浴の際に移動するコースの天井空調に張り付けました。 

 なかなか先行き不透明な社会状況が続いていますが、感染に注意しながら、患者様へ出来る限りの楽しみ・余暇な

どを提供出来るように知恵を絞っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 8月 1日より、診療受付時間が変わりました。 

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 

令和 2 年 9 月に発生した台風 10 号は、九州接近する前は「大型で非常に強い」「過去最強クラス」の台

風と言われていましたが、実際に九州に接近した際には予想より勢力が落ちたものの、「非常に強い」勢力

の台風であった。 

当院には、9 月 6 日(日)の夜中に最も接近し、停電が 3 回程発生したものの、それ以外は大きな被害は

無かったが、今一度、備えと対策の見直しが必要だと感じられた。     （ 編集委員 Y ） 

診療開始時間の変更について 

療育指導室のご紹介 


