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　2025 年問題を背景として地域の実情に応じた医療・介護提供体制の再構築を目的とした「医療介護総合確保推進法」が昨年
6月に施行されました。一年が経過した本年６月に「第一次報告」が発表され、これを基に「入院ベッド数 20 万床削減」等と
新聞に報じられたことはまだ記憶に新しいことと思います。そもそも 2025 年問題は、今後高齢者が急増する大都市地域が抱
える大きな懸念です。75 歳以上の後期高齢者人口の今後 10 年間の動向を見てみると、東京に隣接する埼玉県では 1.54 倍増の
118 万人に、千葉県では 1.51 倍増の 108 万人に、神奈川県では 1.46 倍増の 149 万人に、東京都では 1.34 倍増の 198 万人に、
また大阪府でも 1.43 倍増の 153 万人になることが予想されています。一方、宮崎県は 1.19 倍増の 20.5 万人に留まるようです。
　しかし、二次医療圏単位で見ると東京近辺では 1.5 倍前後の増加に対して、宮崎市を含む宮崎東諸県医療圏は 1.35 倍増えて
7.5 万人になると予想され、九州・沖縄の県庁所在地を含む二次医療圏の中では 3番目に増加率の高い医療圏になっています（日
本医師会地域医療情報システムより）。つまり宮崎東諸県医療圏は、大都市ほどではありませんが、10 年後に後期高齢者が比
較的多くなる地域であり、地域包括ケアシステムに対して、しっかり対応策を練っておく必要があると思います。高齢者を対
象とした医療の三大対策として、がん治療、在宅医療および救急医療が挙げられます。さらに高齢者救急の特徴としては、軽
度から中等度の救急、認知症を合併した高齢者の救急等が言われています。
専門的な知識と技能で質の高い医療を提供する一方で、地域のニーズにも柔軟に応えられる地域密着型病院を目指すべきであ
ろうと考えます。　　
　「第一次報告」では、慢性期病床削減の条件として「介護施設、高齢者住宅や在宅医療等の医療・介護のネットワークによ
る対応」が強調されています（二木立の医療経済・政策学関連ニューズレター通巻 134 号より）。
　今後 10 年間でこの代替策にどこまでうまく移行できるかわかりませんが、これから地域に必要とされる医療機関として存
続するためには、医療・介護の連携がさらに重要になると思われます。「患者さんやその家族に納得していただける医療・介護・
福祉サービスを継続して提供します」という当院の理念を職員一人ひとりの原点として、地域にそして社会に貢献できる病院
でありたいと思います。

ご挨拶

社会医療法人同心会　古賀総合病院　院長　今村 卓郎

地域の皆様とともに
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　これまで公開してきた社会医療法人同心会の広報誌「和」と地域連携の
広報誌「くりの木」を統一し、今回新たに古賀総合病院の広報誌「フィオーレ KOGA」として発刊することになりました。今
後は「フィオーレ KOGA」を通して、種々の情報を広く皆様に発信して参りたいと思いますので、何卒ご理解とご支援を賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。
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　平成元年４月に宮崎市大塚町でフタバ皮膚科形成外科医院を開業しました。当初は地域完結型の医療を目指して有床診療
所としてスタートしましたが、諸般の事情で 20 年ほどして無床化しました。現在、水曜午後の往診、外来手術と土曜の午後
以外は、毎日朝９時から昼休みを挟んで午後６時まで診療しています。唐突ですが、最近 ABI（ankle brachial pressure 
index）の検査依頼が増えてきて、うれしく思います。検査機器のポスターを見ての検査依頼が多い。皮膚科医の務めは PAD
（peripheral arterial disease）の早期発見と潰瘍性病変の管理です。早期発見し、救肢のお役に立てれば幸いです。
　古賀総合病院と弊院との付き合いは古い。開院当時は古賀病院が宮崎駅前にある頃で依頼を受けてよく出向きました。現
在地に移転してからも、皮膚科医不在の間は往診しました。春草苑にも行きました。外来診療後の夜間に、看護師と双極性
凝固器を持参して、病室で入院患者さんの皮膚腫瘍切除をしたこともありました。
　また、貴重な症例を内科の松岡均先生と診させてもらい、学会報告し論文にしたこともありました（成田博実，松岡均，
秋山裕：側頭動脈炎，皮膚病診療 25：41－44，2003）。
津守先生が赴任されるまでは往診し、興味深い症例をたくさん診させてもらいました。現在は、外来では対処困難で入院治
療の必要な患者さんをお願いしています。昨年末には仙骨部褥瘡の 70 歳代の女性をお願いし、すぐに入院させてもらいまし
た。ところが入院後が大変な顚末でした。キーパーソンが理不尽な言動をされる方で、夜中に頻回に病棟に電話、ファック
スをしたり、面談をキャンセルしたりして、病棟業務に支障が出ました。看護部長、事務次長等多くの職員に迷惑をかけました。
しかし、さすが古賀総合病院で、軽快退院できるまで治療してもらいました。しかも入所先の施設まで決めていただきました。
弊院には１回のみの受診で、１枚きりの紹介状で、ここまでしてもらって大変感謝しています。この紙面を借りて厚く御礼
申し上げます。
ほかにも無理にお願いして引き受けてもらいました。例えば脊損で車椅子生活を強いられ長年臀部褥瘡で悩んでおられた女
性、腋臭症の女児、外来ではコントロール不能の水疱性類天疱瘡の施設在老齢者、治療に難渋するアトピー性皮膚炎、汎発
性湿疹の患者さん、悪性腫瘍の発生した神経線維腫症の症例等々枚挙にいとまがありません。小児、高齢者を問わず、多様
な疾患の患者さんをお願いしていますが、断られたことはありません。本当に助かっています。皮膚科医３名がオールラウ
ンドで対応してもらえるので、皮膚科開業医は安心して日常診療に専念できます。貴院主催の皮膚科勉強会に参加し、下肢
静脈疾患について学びすぐに実践でき大変有用でした。
今後も、地域医療支援病院としての古賀総合病院の発展を祈念します。

地域医療支援病院（登録医）
フタバ皮膚科形成外科医院　成田 博実 

フタバ皮膚科形成外科医院
〒880-0951　宮崎県宮崎市大塚町馬場崎３５２３－１

TEL 0985-53-8877   
FAX 0985-53-8294



　8月 26 日（水）ホテルニューウェルシティ宮崎にて、「地域医療支援協力病院懇談会」を開催いたしました。院外か
ら運営委員をはじめ協力病院（登録医）の先生 43 名・同心会職員 73 名、総計 122 名の方に出席いただきました。今村
院長の挨拶に続き、地域医療連携室の谷口副室長より「地域医療支援病院としての取り組み」として 2014 年度の活動報
告を行いました。
　特別講演として宮崎県立宮崎病院長の菊池郁夫先生をお招きして、「地域医療連携構想と医療連携」について、ご講演
をいただきました。診療報酬・地域医療構想・病床の効率化や医療連携が病院経営にまで大きく関与する事など、先生
から丁寧なお話ご意見を拝聴することができ、地域医療支援病院としての重責を担っていることを再確認できました。
また、当院の診療科の紹介として外科・副理事長（古賀倫太郎）、外科・手術部長（後藤崇）、泌尿器科部長（南口尚紀）
から、それぞれの診療内容について説明があり、診療内容や施設・設備がわかり有意義だったと好評でした。
　懇談会は、地域医療支援病院運営委員の宮永省三先生に乾杯の音頭を取っていただき、終始和やかな雰囲気の中で、
院外の先生方と同心会職員間で積極的交流ができ懇談会を終えることができました。
お忙しい中、ご講演をいただいた菊池郁夫先生、出席をいただいた協力病院の先生方、ご協力ありがとうございました。
今後とも地域のニーズにお応えできる地域医療支援病院として、職員一同、より一層努力して参りたいと思います。

地域医療支援協力病院懇談会 地域医療連携室
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救急医療事業功労者知事表彰式 リクルート推進室

　平成 27 年度救急医療対策の推進等、救急医療の確保に貢献した団体及び個人に対する表彰が知事室で行われ、今年度は
3名の方に河野知事から表彰状等の授与が行われました。
その内の 1名に当会の古賀 和美理事長が選ばれました。
　河野知事からは「日頃から救急医療への御協力いただき感謝しています。今後とも県と関係機関が連携し、救急医療に
取り組んでいきたい」とのお言葉をいただきました。
　救急医療は重要な課題として取り組んでおります。
今回の表彰をうけ、当院としても今後更に患者さんにとって最良の救急医療が提供できるよう最大限努力していきます。



Fiore koga 4

感染症対策について

サラヤＨＰより引用

「ご注意ください。間もなく、ウイルス感染注意報が発令されます。」

感染制御室　感染管理認定看護師　楠原 裕美子

　食欲の秋を象徴する言葉に「天高く馬肥ゆる秋」というものがあります。秋の高い空、馬たちが草を食べているのんびり
とした光景と思っていました。しかし、この言葉の本当の意味は、中国で昔、北方の騎馬民族が収穫の秋になると略奪しに
南下してきたという故事に由来し、夏の間にたくさん食べた北方の馬たちが要塞に攻め込んでくるぞという警告で、秋は戦
いの季節になることを示唆したものだそうです。秋から冬にかけて、私たち医療従事者はウイルス感染症との戦いの季節に
なるといえます。
これからの季節、生牡蠣のおいしい季節になりますが、牡蠣は、餌としてプランクトンを含んだ海水を取り込みますが、そ
の海水の中に含まれているノロウイルスを同時に取り込み、しだいに蓄積していきます。しかし、二枚貝の中ではノロウイ
ルスは増殖せずそれを食べた人の腸管内でのみ増殖します。
　ノロウイルス感染症は例年、10 月から増え始め、12 月～ 1月にピークを迎えます。感染性胃腸炎はノロウイルスだけでな
く、ロタウイルス等その他のウイルスや細菌などの病原体による感染症ですが、この時期は 9割以上がノロウイルスによる
ものです。ノロウイルスは少量（10 ～ 100 個）のウイルス量でも感染が成立する非常に感染の強いウイルスです。9月 2日、
国立感染症研究所が「2015 ／ 16 シーズン（10 月以降）は、牡蠣などが汚染源の新型ノロウイルス (GⅡ.17) による食中毒（感
染性胃腸炎）が大流行する可能性が高い」と警告を発しています。
ノロウイルスの感染経路はウイルスに汚染された食品を介する食中毒と、ヒトからヒトへの接触感染（経口感染）があります。
特効薬はないため、対処療法しかありません。予防としては食品の十分な加熱
（85 ～ 90℃で 90 秒以上の加熱）が必要です。また、ノロウイルスはエンベロープ
( 脂質からなる二重膜 ) をもたないためにエタノールによって不活化されにくいの
です（図参照）。調理前後、トイレ、オムツ交換後は流水、石鹸での手洗いが
重要です。また、嘔吐物や便などの処理時は二次感染予防のため、マスクや手袋を
着用します。便や嘔吐物の消毒薬は 0.1％次亜塩素酸ナトリウムが有効です。自宅の場合、
塩素系漂白剤で消毒してください。まず、500ml の空のペットボトルの中に、ペットボトルキャップ 2杯の塩素系漂白剤を
入れます。その中に水を加えて全体を 500ml にしてできあがりです。おもちゃ、調理器具、直接手で触れる部分などの消毒
をする場合、濃度 0.02％の消毒液で消毒します。2L の空のペットボトルを用意します。その中に、上記と同じようにペット
ボトルキャップ 2杯の塩素系漂白剤を入れます。そこに水を加えて全体量を 2L にしてできあがりです。
＊酸素系漂白剤は効果がありませんのでご注意ください。
　10 月からインフルエンザ予防接種が始まります。インフルエンザワクチンの効果が現れるのは接種後 2週間後からで、そ
の後約 5カ月間持続するといわれています。
インフルエンザウイルスには A，B，Cの 3型があり、流行的な広がりを見せるのは A型と B型です。わが国のインフルエン
ザの発生は、毎年 11 月下旬から 12 月上旬頃に始まり、翌年の 1～ 3月頃に患者数が増加し、4～ 5月にかけて減少してい
くパターンを示すことが多いのですが、今年はすでに 9月にインフルエンザ B型の集団発生が報告されています。
　インフルエンザウイルスの感染を受けてから 1～ 3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱（通常 38℃以上の高熱）、頭痛、全
身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われ、咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き、約 1週間の経過で軽快します。
治療は抗インフルエンザウイルス薬です。抗インフルエンザウイルス薬の投与を適切な時期 ( 発症から 48 時間以内 ) に開始
すると、発熱期間は通常1～2日間短縮され、鼻やのどからのウイルス排出量も減少します。なお、症状が出てから2日(48時間)
以降に投与を開始した場合、十分な効果は期待できません。効果的な治療のためには用法、用量、期間 ( 服用する日数 ) を守
ることが重要です。 次のページに続く→
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新任医師紹介

今年 6月赴任し、循環器を専門に診察しております。　
現在の診療概要は大きく以下の 3つです。
①急性心血管疾患の診断・治療
②心血管疾患の発症予防
③非心血管疾患治療に際する心血管評価（コンサルテーション）

7月より古賀総合病院で、主に消化器内科の診療をさせていただいております。
9年近く大学病院（第１内科）に勤務し、消化器癌、炎症性腸疾患等の消化器内科の診療を行ってき
ました。今後の診療に生かしていければと思っております。まだまだ未熟で、なれないことも多々
あり、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

2015 年 7月より就職いたしました迫智之と申します。こちらに来てまだ数か月ですが、諸先生方を
始めスタッフの皆様は温かい方ばかりで、とても素晴らしい環境であるなと日々感じております。今
年度より、泌尿器科医は 3人から 2人体制となり、また私もキャリアが浅くまだまだ若輩者であり慣
れない点が多々ありますが、今後とも何卒よろしくお願いします。

循環器内科　松浦　祐之介

消化器内科　松本　英文

泌尿器科　迫　智之

循環器領域は病態がダイナミックであり、短時間での判断を余儀なくされ、かつ繊細な治療を要求されます。予防医学的
見地においては、心筋梗塞等の発症予防に尽力する必要があります。また高齢化を背景として、非心臓手術に際し、心血
管評価を必要とするケースが急増しております。分野を超えた医学的素養を持たなければ、予後につながる治療優先度等
の判断が困難になっており、専ら勉強の毎日です。最後に、循環器疾患は、生理検査技師、放射線技師、臨床工学士、医師、
看護師、理学療法士等によるチーム医療が不可欠で、非常に面白い分野です。循環器に興味のある方がおられましたら、
いつでも声をかけてください。御指導・御協力の程よろしくお願いします。

今シーズンからインフルエンザワクチンは 3価（A型 2種類、B型 1種類）から、B型株が 1種類追加され、4価（A型 2種類、
B型 2種類）になり、抗原が増量されました。インフルエンザワクチンの接種には、発症予防や、万が一発症しても重症化を防
ぐ効果があります。インフルエンザワクチンと検索すると、ワクチンが効くのは嘘、打たない方が良い、ワクチンは毒だ、と
いう情報が大量に出てきます。もしワクチンを打たなくても自分がインフルエンザに罹らなかった場合でも、それはワクチン
が不要なのではなく、周りの人たちがワクチン接種をしているお陰である、ということを認識する必要があります。
インフルエンザの主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生される小さな水滴 ( 飛沫 ) による飛沫感染です。したがって、
飛沫を浴びないようにすればインフルエンザに感染する機会は大きく減少します。インフルエンザの飛沫感染対策としては、
(1) 普段から皆が咳エチケットを守り、くしゃみを他の人に向けて発しないこと
(2) 咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをすること
(3) 手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗うこと
を心がけてください。（飛沫感染対策ではマスクは重要ですが、感染者がマスクをする方が、感染を抑える効果は高いと言われ
ています）
流水・石鹸による手洗いは手指など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフ
ルエンザに限らず接触感染を感染経路とする感染症対策の基本です。インフルエンザウイルスはアルコールによる消毒でも効
果が高いですから、アルコール製剤による手指衛生も効果があります。日常における予防策やワクチン接種を行い、秋から流
行するウイルス感染症を予防していきましょう。
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泌尿器科

新規導入しました！

医療機器紹介

ご不明な点がございましたら、泌尿器科までお問い合わせください



基本方針

1.　質の高いリスクマネジメントの構築
2.　設備・環境の改善
3.　職員の資質向上（人材育成）

4.　チーム医療の推進
5.　相手の立場に立った目配り・気配り
6.　健全な経営管理

理念

「患者さんやご家族に納得していただける医療・介護・福祉サービスを継続して提供します」
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お問い合わせ先

社会医療法人同心会　古賀総合病院
　〒880-0041　
宮崎県宮崎市池内町数太木 1749-1

TEL　　0985-39-8888
FAX　　0985-39-0067
E-Mail  info@kgh.or.jp

◎11 月   5 日（木）17:30 ～ 「認知症の行動・心理症状への対応」（腎センター 5階）　　
◎11 月 18 日（水）17:30 ～ 「個人情報保護」について　（腎センター５階）
◎11 月中（日程調整中）　　　「倫理研修」「Ｃ３会」
＊申込・問合せ：地域医療連携室までご連絡ください（電話・FAX・メール　いずれでも可）
＊直通電話（0985-39-8952）　直通ＦＡＸ（0985-39-0372）　e-mail : kgh-renkei@kgh.or.jp
＊地域医療連携室の受付時間 平日：8時 30 分～ 17 時 00 分

□看護専門学校開校準備室（古賀総合病院内）　　　　  　　　　　　　　　　TEL　0985-29-8286
□介護老人保健施設「春草苑」 〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1749-1 　　　 TEL 　0985-39-8899 　 FAX   0985-39-8978

フィオーレ古賀　　〒880-0812 宮崎市高千穂通 2-7-14
□古賀駅前クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 TEL　0985-22-2111
□古賀駅前クリニック古賀健診　　　　　　　                      　　  　　　　　　  TEL　 0985-22-2112
□疾病予防のための有酸素運動施設「メディカルフィットネスフィオーレ」 　 TEL　 0985-22-2113　

古賀在宅ケアセンター  　〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1763-3
□古賀訪問看護ステーション「あおぞら」　　　　　              　　　　　　　     TEL　0985-39-8127　   FAX   0985-39-9160
□居宅介護支援事業所「古賀ケアプランセンター」         　　　　　　　　　　  TEL　0985-39-9150　   FAX   0985-39-9160 

ご意見・ご感想等がございましたら、
下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。

関連施設

研修会等のご案内
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