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　2012年３月、厚生労働省保険局医療課から「パーキンソン病またはレビー
小体型認知症の診断のための MIBG 心筋シンチグラフィは保険を認める」
内容の通知が出されました。それまでは保険が認められない都道府県があり
ましたが、これによりようやく、全国どこでもレビー小体型認知症やパーキ
ンソン病での MIBG 心筋シンチグラフィは保険が通るようになりました。
　MIBG 心筋シンチグラフィは、交感神経節後線維である心臓交感神経の障
害を判定できることから、各種心疾患に伴う局所交感神経障害、神経変性疾
患に伴う自律神経障害などの評価に用いられています。最近では、特にレ
ビー小体型認知症の鑑別診断によく利用されます。
　当院でも MIBG 心筋シンチグラフィ検査を実施しております。以下に簡単ではありますが、本検査
について記載させていただきます。この検査で多くの患者様が早い段階から正確な診断と適切な治療が
受けられるよう願っております。
　検査のご依頼方法は最後に記載しておりますので、ご紹介方よろしくお願い申し上げます。

RI 検査（MIBG心筋シンチグラフィ）について

診療連携

AQ
MIBG心筋シンチとは、どんな検査なの？

心臓の交感神経の分布と機能”を可視化できる唯一の画像検
査です。レビー小体型認知症では、脳だけではなく全身にレ

ビー小体ができることが知られていますが、心臓にも出てきます。そ
うすると交感神経は機能が弱くなったり、神経自身が変性してしまっ
たりします。MIBG 心筋シンチグラフィでは、交感神経が健常な状態
ではちゃんと心臓が映し出されますが、レビー小体型認知症のように
交感神経が変性していると、心臓は映ってきません。

　レビー小体が出てこないアルツハイマー病やその他の認知症では、心臓交感神経に異常は現れないた
め、心臓は映ります。臨床研究では、感度・特異度ともに95% くらいあるかなり信頼性の高い検査です。
　パーキンソン病も、レビー小体型認知症と同じようにレビー小体が全身に出てきますので、同じよう
に心臓が映りませんが、パーキンソン病とよく似た症状の「多系統萎縮症」や「進行性核上性麻痺」「皮
質基底核変性症」などでは、心臓が映ります。
　このように、初期段階では専門医でも診断が難しい疾患同士の鑑別に、この「MIBG 心筋シンチグラ
フィ」は役立っているのです。

AQ
なぜMIBG心筋シンチで交感神経を調べるの？

パーキンソン病やレビー小体型認知症という病気でも心臓交感神経が
少なくなってしまうことがわかっています。パーキンソン病とよく似
た症状を示すパーキンソン症候群、レビー小体型認知症とよく似た症
状を示す認知症とを、早期に鑑別する時にとても役に立つ検査です。

診断を正確に行ってより良
い治療方針をたてるために、
この検査をします。

診療放射線室長　齊藤 二郎
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診療連携

AQ
MIBG心筋シンチで、どんな画像が見られるの？

RI 室（核医学検査室）とよばれる部屋で検査をします。
MIBG を注射してから、検査室にあるカメラのついたベッドに寝て２回撮影します。

パーキンソン症候群やレ
ビー小体型認知症以外の認
知症では、このように心臓
が映ります。

パーキンソン症やレビー小
体型認知症では、心臓が映
りません。心臓の機能には
異常は出ませんので、心配
は要りません。

AQ
どこで、どのように検査を受けるの？

※ MIBG 心筋シンチ検査のご依頼方法について

鹿児島市医師会病院　099－254－1125（CT 室：内線251）へお電話でお申し込みください。
使用薬品の関係上、予約制となっております。
尚、お申し込みの際に神経内科受診をご希望される場合はお申し出ください。
この検査は外来で可能な検査です。
○検査日
　検査日は月～金（木曜日を除く）で実施しております。
○検査方法・時間について
　放射性医薬品 MIBG（111Mbq）を静脈より投与し、ガンマカメラを用いて約15分後（早期像）と３

時間後（後期像）の心シンチグラムを撮像します。１回の検査時間は約30分です。
○前処置について
　絶食でお願いします。抗うつ剤服用中の場合は服用を２週間前から中止してください。
○検査料金について
　検査料金はおよそ３割負担で20,100円、１割負担で6,700円です。（初診料・再診料は別途）
　その他、ご不明な点などがございましたらお気軽にご相談ください。
 鹿児島市医師会病院　RI 検査室
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職場紹介

看護部のご紹介

　平成25年度の看護部は、新卒看護師20人を迎
え、看護師219人、看護補助者27人、病棟クラー
ク５人の看護職員でスタートしました。
　看護部の１年は、２月と３月に師長・副師長合
同会議で年間目標・各部署目標の最終評価と、看
護部の理念・方針の再確認、次年度の年間目標を
決定することから始まります。
　平成25年度の看護部の理念・方針・目標を下記
のように決定しました。

【看護部の理念】
　私たちは、４つの「Ｓ」に努め、看護を実践し
ます。
４つの「Ｓ」とは
安全（Safety）：安全な環境で、患者さま・ご家

族が、安心できる看護を提供します。
誠実（Sincerity）: まごころのこもった真摯な態

度で看護の実践をおこない、患者さまを尊重
し、責任ある行動をとります。

笑顔（Smile）：こころのこもった笑顔で、患者さ
まも私たちも笑顔でいられる看護を実践しま
す。笑顔を患者さまとのコミュニケーション
の第一歩にします。

専門性（Specialty）：専門的な知識・技術をもっ
て根拠のある看護を実践します。

看護部長　長田　いつよ

【看護部方針】
１．安全で質の高い誠実な看護を実践します。
２．チーム医療を推進し継続看護を実践します。
　　チーム医療：病院内だけでなく地域を含めた

包括的なチーム医療
３．自己研鑽し、看護の質の向上に努めます。
４．明るく楽しい職場作りに努めます。
５．組織の情報の共有化に努め、病院の健全な経

営に参画します。

【平成25年度　看護部目標】
１．気配り・思いやりの看護ができる
２．魅力ある職場環境をつくる
３．看護実践能力の向上を図る
　年間目標は、各部署と看護部検討会に下ろさ
れ、部署目標・チーム目標・個人目標の決定へと
つながっています。また、看護部の理念・方針・
目標、部署目標を看護職員に周知し、目標達成に
向けて取り組むことができるよう、目標発表会を
5月1日に開催しました。各部署の特性や看護への
思いが伝わる発表会で、師長達のプレゼンテー
ション能力も年々アップしています。
　看護部継続教育は、「看護部の理念に基づいた
看護を実践する人材を育成する」を教育理念に、
平成17年度よりクリニカルラダーを導入し看護師
の教育を実施しています。今年度は、レベルⅡに
卒後４年目、中途採用者研修を新たに企画し、看
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職場紹介

護実践能力の強化につながるようにしました。ま
た、ラダーに挑戦することに負担を感じているス
タッフやラダー取得者のモチベーションを上げる
ために、ネームにラダー取得が分るように表示し
ました。新人看護職員に関しては平成23年度より
新人看護職員研修ガイドラインに沿った内容で研
修を実施すると共に、新人看護師ひとりひとりに
プリセプターをつけ職場適応のサポートや臨床心
理士によるメンタルサポート等の体制づくりを
行ってきました。また、当院の新人看護職員研修
に他施設から２名の新人看護師を受け入れるとと
もに、当院の新人看護師20名と教育担当者３名が
他施設の新人看護職員卒後研修事業（看護倫理・
臨床倫理研修）へ参加しています。施設間で連携
をとることで、新人看護職員研修の充実を図るこ
とができ、新人看護師も他施設の新人看護師と関
わることで楽しく学び刺激になっているようで
す。新人看護師が離職することがなく看護師とし
て日々成長していくことを願っています。

　当院には、７名の認定看護師（感染管理、がん
化学療法看護、皮膚 ･ 排泄ケア、救急看護、集中
ケア、糖尿病看護、摂食 ･ 嚥下障害看護）とがん
性疼痛看護認定看護師が誕生する予定です。認定
看護師は、チーム医療の中心となり、患者のケア
の充実や看護師の看護実践能力の向上につながっ
ています。今年度は、現場の看護師が認定看護師
に相談しやすい環境づくりと認定看護師として活
動できる日を設定することが必要と考えていま
す。
　看護部の活動として、中学生を対象とした職場
体験、高校生を対象としたふれあい看護体験、看
護学生を対象としたインターンシップ研修など
行っています。
　魅力ある職場環境づくりとして、年次有給休暇
やリフレッシュ休暇の取得、配偶者の出産休暇、
ＮＯ残業ＤＡＹの取組み、学生が実習しやすい環
境づくりなどに取り組んできました。また、看護
部の長年の願いであった院内保育園が誕生したこ
とは大変喜ばしいことでした。子育てをしながら
安心して働ける環境を整えることができたと思い
ます。みつばち保育園の園児達の愛らしさは私達
の癒しにもなっています。平成25年度は鹿児島県
看護協会の「看護職のワーク・ライフ・バランス
推進ワークショップ」事業に参加し、当院の現状
を客観的に評価することで看護職が働き続けられ
る労働条件・職場環境づくりに取り組んでいきた
いと考えています。
　厳しい経営状況のなか、看護部にできること
は、病院の経営改善策に積極的に協力していくこ
と、看護師の強みは看護そのものであり、よりよ
い看護実践、看護の質の向上を図ることです。そ
のためには、昨年同様、人材確保 ･ 人材育成、安
心 ･ 安全な療養環境の提供、働きやすい職場環境
作りに努めていきたいと考えています。
　今後とも、ご支援・ご指導のほどよろしくお願
いいたします。
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お知らせ

献立・発注、調理部門アウトソーシングについて

　当院では、平成25年４月１日より献立・発注、

調理部門が日清医療食品株式会社の委託業務とな

り２ヶ月が過ぎます。

　この期間の栄養管理室の状況についてご報告致

します。

　まず、調理部門については、委託業者から経験

豊富な調理技術インストラクターの調理師が調理

作業工程の基盤を作り、当院調理担当職員への教

育及び調理指導を実施し調理業務を行っており、

業務引継が着実に行われました。

　以前は調理師教育に時間を費やし、結果的には

新人調理師が辞めていく状況が多々見られました

が、当院での経験を持つ栄養士、調理師を適材適

所へ配置し、経験の浅い栄養士・調理師および調

理員への業務指導が適切に行われているようで

す。

　また、今まで幼児食は子供らしい食事内容では

ないとの評価を受けていましたが、委託業者の栄

養士、調理師の理解を得、大人と同じメニューを

子供らしくアレンジして、ランチ皿等を活用する

ことで子供が関心を持つような食事提供もできる

ようになりました。

栄養管理室長　田中　佐代子

　患者様には切り方、盛り付けに心配りを感じて

頂けているような食事提供ができているように感

じます。

　栄養業務の面では、献立展開、発注、在庫管理

業務を委託しています。

　当院の栄養管理室で作成した献立を基に委託業

者の栄養士が献立展開、発注を行っています。

　６月からの電子カルテ導入に向け、食事オー

ダーの作成、献立入力等の業務が新しくなり、そ

の対応のため人員確保が厳しい状態が予測されま

したが、業務委託の実施により、献立部門は委託

業者の栄養士が対応するなど支障なく業務が遂行

できました。

　最後になりましたが、当院に設置している意見

箱にも“食事が美味しくなった”と患者様からの

声を多数頂き、室員一同うれしく思っています。
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お知らせ

院内保育施設「みつばち保育園」オープン

　職員の子育て支援を目的とした院内保育施設
「みつばち保育園」が平成25年３月11日にオープ
ンしました。
　オープンセレモニーでは鹿島会長が「この保育
園が職員の子育て支援という設置目的に資するよ
う運営され、子どもたちの明るく楽しい声が聞こ
える施設であってほしい」と挨拶され、田畑院長
は「みつばちのように元気に子供が育つようにと
の思いをこめて職員が命名しました。その願いが
届くよう職員全員で育んでいきたい」と挨拶され
ました。

総務課　石垣　佑奈

　園名は職員から募集し51点の応募の中から手術
室看護師 勝山奈留美 さんの「みつばち保育園」
が採用されました。
　松田主任保育士は「開園から２ヶ月が過ぎ、利
用児童も徐々に増え、園外お散歩やリトミックも
始まり、園での生活リズムも整ってきました。病
院の協力もあって順調に運営されています。明る
くゆったりとしたこの施設で子供たちがのびのび
と楽しく過ごせる環境を提供して、保護者が安心
してお仕事に専念できるよう保育していきたい」
と抱負を語られました。
　開園当初３人だった園児も今では常時５人～８
人となっており、今後さらに利用が増えて職員の
子育て支援に役立つことを願っています。
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お知らせ

人事異動

呼吸器内科外来診察日変更のお知らせ

　かねてから、当院の医療連携についてはご支援・ご協力をいただ
き感謝申し上げます。
　本年４月１日付けで医療連携・相談室長を拝命いたしました。
　私は、当院が前方連携に特化する形で平成15年10月に設置した医
療連携室に勤務し、平成17年４月より初代医療連携室長として２年
半お世話になりました。その後、事務部各課への異動を経て昨年か
ら再び医療連携・相談室でお世話になっております。
　今後も院内の連携はもちろんのこと、前方連携・後方連携のさら
なる強化に努めて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

医療連携・相談室長　武　淳一郎

本年４月から呼吸器内科の外来診察日が変更になっております。
担当医については鹿児島大学病院呼吸器内科からの出向となります。
今後とも引続きご紹介賜りますようよろしくお願いいたします。

　＜平成25年４月～＞

診　療　科 外来診察日（毎週） 担　当　医

呼吸器内科 金曜日 鹿児島大学病院出向医

※担当医：第１週・第３週・第５週金曜日　…　岩川　　純　先生
　　　　第２週金曜日　　　　　　　　　…　濵﨑　哲郎　先生
　　　　第４週金曜日　　　　　　　　　…　三山　英夫　先生

※診察の結果、入院管理が必要と思われる患者様については、入院施設のある医療施設
に紹介いたしますのでご了承ください。

※外来診療受付時間は午前８時30分～午前11時までです。
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新入職員紹介

新入職員（新任医師）紹介

循環器内科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. １. １～）

名 前 田
た ば た

端　宏
ひろゆき

之
出 身 県 大分県
出身大学 鹿児島大学
前勤務先 鹿児島大学病院
趣 味 特になし

平成24年に鹿児島大学心臓血管・高血圧内科（旧第一内

科）に入局し、平成25年１月より鹿児島市医師会病院で

勤務させていただいております。若輩者ですが、精一杯

努めてまいります。よろしくお願い申し上げます。

外科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. １. １～）

名 前 基
もとい

　俊
しゅんすけ

介
出 身 県 鹿児島県
出身大学 鹿児島大学
前勤務先 鹿児島大学病院
趣 味 育児

１年９ヶ月ぶりに戻って参りました。以前と変わらず、

各科との連携がスムーズで、働きやすい環境だと再認識

しています。これまでに学んだことを活かせるように、

精進したいと思います。

麻酔科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. １. １～）

名 前 榎
えのはた

畑　京
けい

出 身 県 福岡県
出身大学 鹿児島大学
前勤務先 鹿児島大学病院麻酔科
趣 味 特になし

平成22年に鹿児島大学麻酔科に入局し、平成25年１月よ
り医師会病院で勤務させていただいております。手術麻
酔だけでなく、初めての集中治療をさせていただき、経
験不足ながらも皆様方の御指導により楽しく勤めさせて
いただいております。色々と御迷惑をおかけすることも
あると思いますが、よろしくお願い致します。

外科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ２. １～）

名 前 山
やまもと

元　文
ぶんせい

晴
出 身 県 鹿児島県
出身大学 東京慈恵会医科大学
前勤務先 霧島市立医師会医療センター
趣 味 動画編集

平成23年に鹿児島大学心臓血管・消化器外科学に入局
し、平成25年２月から医師会病院に勤務させていただく
事となりました。最近購入した電子体重計で体年齢43歳
と表示されましたが、実年齢は34歳です。体年齢に負
けないように仕事も出来るようになりたいと考えていま
す。ご迷惑をおかけすると思いますが、皆様どうかよろ
しくお願いいたします。

神経内科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ４. １～）

名 前 有
ありみず

水　琢
たくろう

朗
出 身 県 鹿児島県
出身大学 宮崎大学
前勤務先 鹿児島大学病院
趣 味 音楽鑑賞、ドライブ、

娘と遊ぶこと

平成24年に鹿児島大学神経内科に入局し、鹿児島医療
センター脳血管内科、鹿児島大学病院神経内科勤務を経
て４月より医師会病院に勤務させて頂くことになりまし
た。経験不足な面もあり、ご迷惑をおかけすることも
多々あるかとは思いますが、皆様よろしくお願い申し上
げます。

神経内科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ４. １～）

名 前 武
た け い

井　潤
じゅん

出 身 県 鹿児島県
出身大学 佐賀大学
前勤務先 鹿児島大学病院
趣 味 スポーツ（テニス、バド、

ビリヤード…）、お酒、
おいしいお店探し

はじめまして、神経内科の武井潤です。平成25年に鹿児
島大学病院神経内科に入局しまして、最初の勤務地が鹿
児島市医師会病院です。半年間と短期間ではありますが、
一生懸命頑張りますのでご迷惑もおかけするかとは思い
ますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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消化器内科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ４. １～）

名 前 畠
はたなか

中　敏
としろう

郎
出 身 県 鹿児島県
出身大学 鹿児島大学
前勤務先 高原町立病院（宮崎）
趣 味 散歩

平成18年に鹿児島大学消化器内科に入局し、県立大島病
院、鹿児島厚生連病院、高原町立病院を経て４月から医
師会病院で働かせて頂いています。
若輩者ですが一生懸命努めますので、ご指導ご鞭撻の程
何卒よろしくお願い申し上げます。

外科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ４. １～）

名 前 藏
くらもと

元　慎
し ん や

也
出 身 県 鹿児島県
出身大学 鹿児島大学
前勤務先 鹿児島大学病院
趣 味 ドライブ

県立大島病院で１年半、鹿児島大学病院で半年の卒後臨
床研修を終え、４月から２外科に入局し、鹿児島市医師
会病院で勤務させて頂くこととなりました。
まだまだ未熟で、御迷惑をおかけしてしまうことも多い
かとは思いますが、一生懸命やらせて頂きますので、よ
ろしくお願い致します。

麻酔科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ４. １～）

名 前 児
こ だ ま

玉　健
た け し

士
出 身 県 鹿児島県
出身大学 鹿児島大学
前勤務先 鹿児島大学病院麻酔科
趣 味 特になし

平成22年に鹿児島大学麻酔科に入局し、鹿児島大学病
院、県立大島病院、鹿児島市立病院勤務を経て、４月か
ら鹿児島市医師会病院で働かせていただけることとなり
ました。まだ不慣れなところがあり、ご迷惑をかけるこ
とが多々あると存じますが、ご指導のほど宜しくお願い
します。

外科医師
＜プロフィール＞
（Ｈ 25. ５. １～）

名 前 森
もりもと

本　喜
よしひろ

博
出 身 県 愛知県
出身大学 埼玉医科大学
前勤務先 国立がん研究センター中央病院
趣 味 特になし

初めまして、国立がん研究センターから来た森本です。
医者10年目になります。元々は移植外科を志しておりま
したが、市中病院で外科医をしている内に、地域に根ざ
した医療、地域に住む人々を外科医として守りたいと強
く思う様になり、約10年間の研修を終えて、今回鹿児
島市医師会病院でお世話になる事に決めました。鹿児島
とは縁もゆかりもありませんが、自分のサブスペシャリ
ティーとして肝胆膵外科医と言える様に日々努力して行
きたいと思っています。


