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ご挨拶
平素より、患者様のご紹介等につきまして、諸先生方には格別のご高配を賜
り厚くお礼申し上げます。
また、地域医療連携登録医も 195 施設の先生方に増え、心から感謝申し上げ
ますとともに御礼申し上げます。
同心会の最近の状況を３つご紹介いたします。
① 3 月に導入いたしました電子カルテシステムは導入より 4 ヵ月となり、開始時にご迷惑
をおかけしましたが、職員一同操作に慣れ、少しずつシステムの効果を上げています。
さらにシステムを活用した前方後方連携に寄与できる様に工夫して参りたいと思います。
② 今月より齋藤真美先生（日本眼科学会専門医）へ入職いただき、眼科外来の外来診療を
毎日行うことができるようになりました。総合病院のひとつの診療科としてよりご活用
いただきたいと思います。
③ また、駅前クリニックにおいては CT と MRI を更新いたしました。従来の MRI 装置は検査
時に、ドンドンカンカンという工事現場のような 100dB 以上の激しい騒音を発していま
したが、今回更新した MRI は傾斜磁場コイルの振動を抑えた「静音化（環境音に対して
わずか 3dB 以下）」の国内初のサイレント式新鋭機種です。患者様へより安心で安全な検
査環境の提供、
「やさしさと快適さ」のある MRI 検査を実現いたしましたのでご利用くだ
さい。
さて、今年も先生方との顔の見えるお付き合いを目的として地域医療連携懇談会を 8 月
26 日（水）19 時から宮崎駅東口のニュ-ウエルシティ宮崎で開催いたします。ご講演は 4 月
より宮崎県立宮崎病院長に就任された菊池郁夫先生に大変お忙しい中お引き受けいただき
ました。粗宴ではございますが、地域の先生方やスタッフの皆様と face to face の楽しい
ひとときになればと考えています。
古賀総合病院では地域の先生方や各種療養施設などの皆様との医療連携を円滑に進め、こ
れからも皆様の期待と信頼に応え、更なる連携強化を目指して参りたいと思っています。今
後ともより一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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皆様、初めまして。国民健康保健高原病院で院長を勤めております莫根隆一と申します。
高原病院は、終戦直後の昭和 25 年に県内自治体の中で最も早く創設された公立病院で、
本年 4 月 1 日に開院して 65 周年を迎えました。
建物は昭和 40 年代前半に全て改築され、昭和末期から平成初期にかけて改修、平成 2 年
度にリハビリテーション棟、同 10 年度には給食棟の改築が行われました。
そして、平成 17 年度から平成 18 年度にかけて、約 13 億の事業費を投じ、町民の念願で
あった診療棟、病棟の全面改築を行い、これまでに、高原町はもとより近隣地域の中核病院
として、地域住民への医療の確保と医療水準の向上に寄与すべく役割を担って来ておりま
す。
当院の診療科目は、外科、内科、リハビリテーション科の 3 科で、病床数は差額ベット 7
床を含む 56 床（一般病床）。常勤医師 3 人（外科医 2 人、内科医 1 人）、非常勤医師約 3
人（常勤換算）の体制で、西諸圏域住民を中心に一次医療並びに二次医療を提供し、外科・
内科の二次救急にも対応しております。
平成元年から在宅医療と人間ドックの取り組みを開始し、人間ドックについてはこれまで
に延べ 4 万 3 千人（平成 26 年度末現在）の方々が受けられております。今後も、予防医療
を中心に地域に根ざした良質な医療サービスを提供し、「心豊かな地域医療の実践」を理念
に、患者から信頼される病院づくりを目指していきたいと思います。
古賀総合病院には、甲状腺、肝・胆・膵、消化器疾患において診断から治療、そして終末
期まで大変お世話になっております。また、貴院を紹介した患者さんからは異口同音に「ス
タッフの方々に良くしてもらった。」と感謝され、また、連携病院であることも周知されて
きました。今後も、古賀総合病院をはじめ多くの医療機関のご支援を頂きながら地域医療に
貢献できればと考えております。
最後になりますが、貴院の今後益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

＜新しく着任された眼科の齋藤真美先生＞
平成 27 年 7 月 1 日より眼科医長として勤務することになりま
した齋藤です。
宮崎生まれの宮崎育ち、生粋の宮崎県人です。趣味はゴルフ、
水泳、読書等でどちらかと言うと頭より体を動かす方が得意
です。最近の悩みは近・中間の視力が落ちてきたこと。患者
さんの気持ちがよく分かるようになって参りました。
宮崎医科大学（現宮崎大学医学部）を卒業後、同大学の眼
科学教室に入局し大学病院での研修を皮切りに日南、延岡の
県立病院でも勉強させて頂きました。
平成 24 年に大学の医局を退局した後、3 年間の宮崎市内の眼
科医院勤務を経て現在に至っております。
眼科は外科系の診療科と思われがちであり確かにそうなのですが、実は内科や神経内科、
脳神経外科、耳鼻咽喉科、皮膚科等の他科疾患と関連のある疾病を取り扱う科でもあります。
例えば内科の代謝・内分泌領域では糖尿病の合併症である糖尿病網膜症、血管新生緑内障が
ありますし、バセドウ病に合併しやすい甲状腺眼症等が挙げられます。脳梗塞や脳出血、脳
腫瘍等には眼球運動障害や視野欠損を伴うケースが多々あります。従って、眼科のみの知識
だけではけして診療は成り立たず、他科の疾患について勉強することと他科の先生方との連
携が必須であります。その点で当院ではそれが可能である環境にあるためとてもありがたく
そして心強く思っております。
眼科全般の診療はもちろんのこと、白内障を始めとする手術加療も行っていく予定でおり
ますので眼科疾患の患者さんがおられましたら御相談・御紹介頂きますと共に私への御指導、
御鞭撞の程何卒宜しくお願い申し上げます。

＜古賀駅前クリニックの新しいＣＴ・ＭＲＩ検査の紹介＞
＜16 列マルチスライス CT

GE 社

Brivo CT385＞

１．高速・高画質撮影
高速撮影による時間短縮に加えて、薄いスライスでの収集によって横断画像以外に、
多断面画像（冠状断・矢状断）も作成できます。

２．低被ばく撮影
被ばく感受性の高い部位である、水晶体・甲状腺などにおいて、自動コントロール機
能により低被ばくの検査を実現します

３．安心検査
コンパクト設計・曲線を利用したシステムのため、圧迫感・威圧感が少なくなっています。

＜最新型 1.5Ｔ MRT 装置

GE 社

SIGNA Explorer＞

１．消音・静音撮影
消音・静音化技術が搭載され、特に頭部領域においては撮られている事が分からない
ほどまで検査環境が改善されました。

２．低侵襲撮影
造影剤を使わずに血管(血流)描出や脳血流評
価ができます。また、短い呼吸停止で肝臓内の脂肪含有率測定もできるようになりま
した。

３．動き補正撮影
体動補正技術を取り入れることで、動きによる影響が少ない画像を提供できます。

＜古賀駅前クリニック

ＣＴ・ＭＲＩ検査の予約案内＞

ご利用は、ＣＴおよびＭＲＩのいずれも日時予約制にて承ります。直接放射線科へお電話ください。
検査後、画像データおよび画像診断報告書をお返しします。
お気軽にご利用の程、よろしくお願い申し上げます。

＊検査予約専用電話（放射線科直通）
0985-22-2144
＊詳細については、別紙パンフレットをご覧ください。

研修会等のご案内
◎7 月 29 日（水） 18：15 ～ 地域医療連携循環器の会（腎センター5 階）
◎8 月 26 日（水） 19：00 ～ 地域支援協力病院懇親会（会場：ニューウエルシティ宮崎）
＊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）

＊地域医療連携室の受付時間 平日：8 時 30 分～17 時 00 分
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□地域医療支援病院 古賀総合病院
TEL 0985-39-8888

〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1749-1

FAX 0985-39-0067

URL http：//www.kgh.or.jp/

□看護専門学校開校準備室（古賀総合病院内）

E-mail info@kgh.or.jp

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

地域医療連携室から
連携室では、電子カルテの作業にも慣れ、患者様の情報が瞬時に把握
できるようになり、受診予約・入退院調整が少しづつスムーズになって
きております。何かお気づきの点等ありましたらお知らせください。
今後もご支援をよろしくお願い申しあげます。
地域医療連携室（田代）

お問合せ・ご意見等の窓口
TEL：0985-39-8952（直）

：

古賀総合病院

地域医療連携室

FAX：0985-39-0372（直）

e-mail ： kgh-renkei@kgh.or.jp

