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今やコロナの第三波が国中を襲っている。11 月下旬になり全国で 2000名、東京

都で 400 名、宮崎県で 10名ほど連日の発生報告がある。 

第二波の時と異なるのはコロナ感染者の入院基準と国の姿勢である。以前と違い

入院は原則ではなくなりホテルの利用拡大や、自宅の利用が認められた。一方、国

の姿勢が様変わりした。Go Toトラベルや Go To イートの政策に見るように国内産

業保護に大きな配慮をしている。もはや産業界の困窮が耐えられない状況に来てい

るからだろう。 

果たして経済を支えるべきか？感染対策を優先すべきか？全ての人が迷ってい

る状況である。この二つが二律背反する命題のように思えて、とても答えはなさそ

うに見える。苦しいジレンマの最中にある。 

ところで病院はどうだろう？この命題は二律背反だろうか？ 

また、経済界にトレードオフという用語がある。より有利なものを得るために何かを差し出す取引だそうである。

一得一失とも言うらしい。これは現実的な対応方法である。国の立場ではそう簡単ではないと思われるが、病院はト

レードオフできるだろうか？ 

病院は地域住民の健康を守るという使命がはっきりしている。従って経済と感染対策とは同じ比重にはなく、二律

背反の命題ではない。当然病院は感染対策に立つべきものと考えられる。病院は現実的にトレードオフの方法を探る

べきである。すなわち病院経営は二の次になっても患者の健康、地域の安全を優先することになる。今は、経営は苦

しい。全国的に病院利用が 10-15％減った。しかし病院が感染対策に成功するならば、その病院は将来経営的にも有

利なはずである。 

そうすると問題はこの冬である。商業施設の開設、イベントの実施、帰省、インフルエンザ混在などリスクは大き

い。国は経済活動を維持しようとする。病院はそれを陰で支えるべく感染対策、病気治療に当たることになる。 

この冬の試練に解決はあるのか？春は来るのか？ 

それはワクチン、抗体治療などの治療方法の完成と普及、実施がいつ実現するかによる。先行している RNAワクチ

ンが本当に有効で安全なのかが鍵を握る。  

病院にとって来春が正念場である。 
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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ます。ここに感謝申し上げます。 

2019 年 10 月に「わたなべ循環器内科クリニック」を宮崎市清武町に開業いたしました渡邊裕貴(わたなべ ゆ

うき)と申します。 

当院は宮崎大学病院から西に向かった岡交差点を右に曲がるとすぐ左手に見えて参ります。宮崎市方面から

は宮崎市清武総合支所を南に向かいますと右手に見えて参ります。私は出身が宮崎市学園木花台であり、宮崎

市南部で開業できましたことを大変幸甚に存じております。 

宮崎東病院では研修医の際に呼吸器内科での研修を積ませて頂き、多くの先生方から学ばせて頂きました。

ちょうどその頃祖父が肺炎で宮崎東病院に入院させて頂き、その際初めての胸腔穿刺手技をご指導の下で行わ

せて頂き、ドレーン管理等も学ばせて頂いたことも昨日のことのように思い出されます。 

その後循環器内科への道を進み、循環器内科医として心エコー診療をさせていただく機会もありました。多

くの心疾患患者さんを診させていただく中で常に呼吸器疾患、循環器疾患の関連性を意識して診療して参りま

した。 

当院は慢性心疾患の外来管理及び心血管病の一次予防に特に力を入れております。慢性心疾患は高齢者が増

加している昨今、いかに入院を防ぎ外来にて管理を行うかが重要なことと考えております。また、心血管病に

つきましては若年からのリスクファクターの管理、啓蒙活動が重要であると考えております。 

新型コロナウイルスの出現によりこれまでの診療所

や病院の体制も変わりつつありますが、ファーストコン

タクトとなる私達のできることはできるだけ行うつも

りです。 

今後ご迷惑をおかけすることも多々あるかと存じま

すが一生懸命頑張って参りますので何卒よろしくお願

い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度 開放型登録医療機関紹介 

   

わわわたたたなななべべべ循循循環環環器器器内内内科科科クククリリリニニニッッッククク   

院院院長長長  渡渡渡邊邊邊   祐祐祐貴貴貴   先先先生生生   
   

〒889-1612 

宮崎市清武町岡 2丁目 9番 9 

TEL：0985-78-3030 FAX：0985-78-3031 

標榜診療科：内科、循環器内科 

※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、104 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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リハビリテーション科 作業療法士 

案納 知久 

 

 

 

 宮崎東病院は宮崎県の神経・筋疾患の拠点病院として機能しており、神経・筋

疾患患者が多数入院しています。疾患別にみると筋萎縮性側索硬化症、筋ジスト

ロフィーが過半数を占め、四肢の機能低下や発声が難しいため意思疎通やナース

コール(以下、NC)等の周辺環境において調整が必要な患者が多い状況です。 

それらの患者に対して、医師の指示の下、作業療法士が看護師、地域連携室、

療育指導室等と連携しながら意思伝達装置(伝の心、オペレートナビ TT、視線入力

装置等)や特殊 NC の導入評価から設置後のフォローアップまで対応しています。

特殊 NC とは院内で使用している俗称で、通常の握りタイプ以外の NC 全般(又は

NC として使用するスイッチ類)を指し、令和 2 年 11 月時点で神経・筋疾患病棟入

院患者の約 2 割が使用しています。当院では、各患者の状態に応じて適切なスイ

ッチを提供できるよう、多機能型マルチケアコールを始め、スペックスイッチ、

フレキタッチ電極、PPS スイッチ、他各種スイッチを所有しています。更に令和

元年には看護師が患者の日々の特殊 NC 使用状況を観察・評価し、必要時迅速に

作業療法士が介入できるシステムを構築し連携強化を図りました。今後も「主役

は病める人」であり、入院患者が安心して日常の生活を送れるよう出来る限りの支援をしていきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 階病棟 岡田 郁恵 

 今年度は新潟県で開催予定でしたが、WEB 開催となり、病棟の中で発表の録音を行ったため落ち着いてでき

ました。昨年取り組んだ看護研究「神経難病療養介護病棟に勤務する看護師の職務満足度に関する調査」をテ

ーマに発表させていただきました。 

 WEB 開催ということで、例年より発表数が少なく感じましたが、私たちが発表した看護２のセッションでは、

7 題の発表がありました。通常は、1 回の発表で終わりますが、今回は、開催期間中であれば閲覧が可能である

ため、ゆっくり時間をかけて内容を確認することができました。今回の学びを今後の看護に活かしていきたい

と思います。 

 

5 階病棟 安田翔子 

今年度の国立病院総合学会では、「オピオイド使用におけるがん疼痛マネジメントに対する若年看護師の教育

的ニーズ」というテーマで、当病院のオピオイド使用における若手看護師の学習状況やニーズを研究したもの

をポスターとしてデータ提出し、WEB での発表を行いました。初めての開催方法で分からないこともありまし

たが、現地に行かずとも、普段は見ることができない様々な内容を閲覧することができ、自分自身の大きな学

びになりました。                                 （次ページへ続く） 

神経・筋疾患患者様への介入について 

マルチケアコール スペックスイッチ 

フレキタッチ電極 

PPS スイッチ 意思伝達装置(伝の心) 

第 74回 国立病院総合医学会での発表を終えて 
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医療社会事業専門員 

松田 純平 

療育指導室 守山公基 

 10/17～11/14 の約 1 ヵ月間、WEB 開催での本学会シンポジウム「国立病院機構は障害者虐待防止にどのよ

うに取り組むべきか～障害福祉サービス事業所としての自覚と責任～」で「実効性のある障害者虐待防止研修

について考える」というテーマで口演をさせて頂きました。他のシンポジストの方からは、①意思決定支援を

確実に、②支援における理想と現実の乖離を乗り越える、③医療支援が時に心理社会的支援の方向性と離れ場

合がある、といった点が挙げられていました。今後の病棟患者支援に活かしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 地域医療連携室は、患者様がより良い医療を受けて頂けるよう、病院の総合的な

相談窓口として開設されています。 

 令和元年度の相談件数は 3,021 件で、相談に対して、26,421 件の面接や電話、

カンファレンス、文書 FAX や訪問等を行っています。退院支援・調整は、一般病

棟の延べ 1674 人の退院患者に対し、延べ 604 件介入し、退院患者の約 36％に対

して退院支援・調整介入しています。主治医や看護師、各種コメディカルと連携し、

患者やその家族が必要な医療介護ケアを受けながら地域で安全に生活できるよう

支援を行っています。 

 また当院では、開放型病床を有しており、開放型病院登録された先生から紹介さ

れた患者様に対して共同で診療を行う事が可能です。登録医療機関は令和 2 年 11

月現在で 104 医療機関あります。開放型病床の運営や、症例報告、医師同士の意

見交換等、顔の見える連携の一環として毎年 6 月に開放型病院運営協議会を開催し

ていましたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大を鑑み中止しました。来年度

はこの新型コロナウイルス感染の脅威を乗り越え、開放型病院登録医療機関の先生方と顔を合わせることが出

来る事を切に願います。 

 関係機関の皆様と円滑な連携を行い、「宮崎東病院の連携室に相談してよかった」と思って頂けるような相談

窓口を目指し日々相談・連携対応を行っています。 

地域医療連携室をどうぞお気軽にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(奥)                         (令和元年度開放型病院運営協議会での意見交換場面) 

事務吉田、看護師中迫、MSW 松田、甲斐、退院支援看護師竹中、小川 

(手前) 

看護師長今井、連携室副室長石山、連携室長枝川、経営企画室長大野   

 
編集後記 

 日増しに寒さが身に染み、ようやく宮崎にも冬が到来したと思える今日この頃、皆さんはいかがお過ご

しでしょうか？さて、コロナ渦で漫画やアニメの需要が高まっている中、社会現象となった「鬼滅の刃」。

現在公開中の映画は興行収入が歴代 2位となり、歴代 1位「千と千尋の神隠し」の記録まであと少しとい

うところまで迫っています。やはりその影響はすごいもので、この間実家に帰ったところ、なぜか漫画の

最終巻だけ買ってきた母、長い行列ができていたため、ついつい買ってしまったそうです。 

作品の中で鬼を滅するように、コロナウイルスが世界から滅されることを祈っています。 (編集委員 Ｋ) 

 

 

        （ 編集委員 T ） 

地域医療連携室のご紹介 


