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近況報告

社会医療法人同心会

副理事長

古賀 倫太郎

新年度が始まり 2 ヶ月あまりが経過しました。同心会でも今年度新たに入職した職員が研
修を終え、各部署でデビューしています。毎年この時期は若い戦力のおかげか、職場の雰囲
気に活力が溢れているように感じます。各所で梅雨入りが発表され鬱陶しい季節になります
が、この活力で一掃してもらえればと思います。
さて先日、当院ではメンターの委嘱式が行われました。メンターとは当院で研修する臨床
研修医、医学生の皆さんの研修や実習が円滑に進むようアドバイスしたり、負担や悩みを聞
いてサポートしたりする職員のことで、当院では看護師や技師、事務職員など、医師以外の
さまざまな多職種に委嘱しています。臨床研修医の育成にメンター制度を取っている病院は
ほかにもあるようですが、当院のように医師以外の職員がメンターをしているところは珍し
く、先日受審した JCEP( NPO 法人卒後臨床研修評価機構 ) の研修病院機能評価でも「社会人
としての先輩から職種を超えて指導してもらえるのはすばらしい」と高い評価を頂きました。
今年度も 25 名の職員の方にメンターに就任して頂き、研修医、医学生の皆さんのお兄さん、
お姉さん的なサポートをして頂ければと思います。
そして JCEP 受審の結果ですが、職員の協力、そして受審直前まで準備に奔走したコアメ
ンバースタッフの努力の甲斐もあって、無事認証を頂きました。県内では 2 施設目の認定と
なります。当院の基本方針の一つに職員の資質向上のための人材育成というのがありますが、
それは当院の理念である「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する」ためには必要不可欠なもので、ひいては同心会の将来をも左右す
る重要課題でもあります。今後、少子高齢多死社会を迎えるにあたり、医療業界だけでなく
あらゆる業種で優秀な人材の確保が最優先事項となっており、同心会も例外ではありません。
お陰様で JCEP 認定病院に認証はされましたが、その一方でまだ課題も多く指摘されており
解決しなければなりません。今後も臨床研修施設として質の高い研修プログラムを提供する
だけでなく、研修医を指導する指導医の育成、さらには医師だけでなくあらゆる職種の人材
育成、開発にも力を入れていきたいと思います。改めてではありますが、この度 JCEP 受審
にあたり大変ご尽力を頂きました宮崎生協病院の遠藤豊先生、米田春菜さんにこの場を借り
て厚く御礼申し上げます。

地域医療支援病院 ( 登録医 ) 紹介

医療法人陽明会

増田病院

〒 880-0045
宮崎市大瀬町 2176-1

TEL：(0985) 41-1234
FAX：(0985) 41-1233

古賀総合病院との関わりは、父

理事長

増田 好成

先生

増田好治が、昭和 42 年に鹿児島大学第一外科医局から

の出向で勤務させていただいたのがきっかけです。数回の派遣後に、外科部長としてお世話
になりました。私達家族も和知川原にありました社宅に住まわせていただき、休日には当時
の宮崎駅前の病院に私も付いていくことがありました。初代理事長

古賀孝先生が医局で、

手ずからカステラを切り分けて下さり、美味しくいただいたのを記憶しております。
貴重な経験と研鑽を積ませていただき、その後の宮崎の医療の中核を担う多数の先生方と
交流し刺激されたことが、父の開業の動機のようです。また宮崎医科大学の設立メンバーの
先生方が集い、議論が行われていたのも貴院であり、宮崎の医療の歴史的な時期に貴院で過
ごせたことが、大きな財産となったと語っています。
私共

増田病院も創立 41 周年となり、父が 80 歳となったのを機に、本年 4 月より私が

理事長として病院運営を担うこととなりました。私自身は、宮崎大学

第一外科で御指導い

ただいた後、入職致しました。
当院は、宮崎市北部で国富町と隣接する宮崎市

北地区に位置しております。立地的にも

貴院に紹介、御紹介いただくことも多く、常日頃より緊密に連携していただき、誠に感謝致
します。地域包括ケア病棟を有しており、急性期病院からの在宅復帰への一助になればと日々
取り組んでおります。
地域医療を支え合うため、今後ともよろしくお願い申し上げます。

新任医師紹介
6 月 1 日より古賀総合病院で放射線科を、フィオーレ古賀で検診上部
内視鏡検査を担当させていただくこととなりました。
長崎県出身、宮崎大学卒で最近 5 年間は鹿児島市で勤務しておりまし
たが、内科・椎屋先生にお誘いいただき、また宮崎で勤務させていた
だくこととなりました。
放射線科

どうぞよろしくお願いいたします。

田中 隆
宮崎市出身、宮崎大学出身、新臨床研修制度の一期生です。学生時代
には病理医になることを考えておりました。2 年間の初期研修を終え、
もう少し臨床を学んだ後に病理をやろうと思い旧第 1 内科へ入局しま
した。しかし、臨床の楽しさが病理への思いを上回るようになり、腎
臓内科医として働いていくことを決めました。宮崎で腎臓内科をする

腎臓内科

岩切 太幹志

のであれば古賀総合病院で働くことを先輩方に薦められていました。
地域医療のため、自分自身の成長のために頑張りたいと思います。

退職医師
腎臓内科：稲垣 浩子

診療科の紹介

内分泌代謝内科

当科は、幅広く内分泌・代謝疾患を担当しております｡甲状腺疾患については言うまでも
なく、副甲状腺疾患、下垂体疾患、副腎疾患などの内分泌疾患とともに糖尿病を代表とする
生活習慣病、肥満症でも多くの患者さんを受け入れています。
特に糖尿病は 1000 万人を超え年齢とともに有病率は上昇しますが、症状が乏しいため気
付かないうちに網膜症、腎症、神経障害などが進行します。心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬
化性疾患に加え、近年では癌や認知症とも密接な関係があることが知られています。
当院は日本糖尿病学会の認定教育施設であり、現在 5 名の医師が在籍し、日々研鑚を重ね
ております（糖尿病専門医 2 名）。また、院内には、15 名の糖尿病療養指導士（看護師、薬剤師、
臨床検査技師、理学療養士）が在籍しており、患者さん一人一人と向き合ってその方に合っ
た指導を行うことで糖尿病療養生活の苦痛を少しでも軽減できるよう日々研鑽しています。

1 型糖尿病では通常のインスリン強化療法の他に最新のインスリンポンプ療法を選択する
ことも可能です。
2 型糖尿病では最新の知見に基づいた内服薬治療に加え、注射薬のインスリンや GLP-1 受
容体作動薬による治療を行います。さらにフラッシュグルコースモニタリングシステムを利
用して患者さん個々人に合ったテーラーメイドの治療ができるよう工夫を重ねております。
現在は約 2 週間程度の教育入院を主に行っていますが、今後は患者さんの利便性を考慮し
た 2 泊 3 日程度の検査入院や糖尿病の食事療法を体験する 1 泊 2 日 ~3 泊 4 日程度の体験入
院など、より短期間の入院もできるようにしていきたいと考えております。
また総合病院という利点を生かして、術前の血糖コントロールはもちろん合併症の進行し
た患者さんの治療についても他科との連携を積極的に行い、より良い治療のために多職種で
のチーム医療を行っています。
高度肥満を合併する治療困難例に対して十分な内科治療を行っても改善がない場合、肥満
外科手術の適応も考慮し、肥満外科を有する病院へのご紹介を行っております。
内分泌疾患については当院は日本内分泌学会の認定教育施設でもあり、前記の医師全員が
内分泌診療についても常日頃から深く研鑚しております（内分泌専門医 1 名）。
甲状腺疾患のうちバセドウ病は内服治療のほか当院外科や大学病院内分泌外科と連携した
手術療法、アイソトープ治療も可能です。また甲状腺結節は甲状腺エコーでの経過観察を行
いながら、必要な症例に対してはエコーガイド下穿刺吸引細胞診を行っています。悪性疾患
が発見されれば手術適応について検討し、当院外科や大学病院内分泌外科と連携して手術を
行い、術後のフォローアップを行います。その他の内分泌疾患で当院での検査、治療が困難
なものは大学病院内分泌代謝内科との連携にて対応いたします。
今後は糖尿病や甲状腺疾患、その他の内分泌疾患も病状の落ち着いた患者さんは地域の診
療所の先生方と病診連携を進め、将来的には「二人主治医制」（循環型医療連携）を取り入
れられるようにしたいと考えております。そのためにもお互いに勉強会（交流会）を重ね、“顔
の見える” 関係から実効性の高い地域連携システムを構築していく所存です。
先生方との連携をお願いできますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

診療科の紹介

泌尿器科

日常生活を送りながら外来で治療が出来ます！
当院では、ESWL「体外衝撃波結石破砕術」を泌尿器科開設時（1988 年）から行っており、
これまでに行った症例は、6000 例を超えています。2015 年、4 台目となる体外衝撃波結石
破砕装置に更新いたしました。
結石のサイズが比較的小さい場合には、体外から衝撃波を当てて結石を砕く治療法：
ESWL（体外衝撃波結石破砕術）又は尿道から内視鏡を尿管に挿入し結石をレーザーで破砕
して取り出す治療法：ＴＵＬ（経尿道的結石破砕術）が治療の第一選択になります。ESWL は
外来で行うことができ、麻酔をかける必要もないので患者さんにかかる負担の少ない治療法
です。
最近では結石を直視下出来るＴＵＬ行う施設が増えていますが、当院では患者さんの
QOL を第一に考え、ESWL を優先した結石治療において御期待に添える治療効果を得ていま
す。
紹介して頂いた患者様に関しては、可能な限り当日対応いたします。

通院でも可能な尿路結石破砕装置

腎・尿管

体外衝撃波結石破砕装置

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。

関連施設の紹介

メディカルフィットネスフィオーレ

「メディカルフィットネスフィオーレ」は誕生して 15 周年を迎えました。これもひとえに
皆様のご助力の賜物と心から感謝いたしております。
メディカルフィットネスフィオーレは、クリニックと共同で生活習慣病管理料算定による
運動処方箋を基にした運動指導の実施を行っています。さらに今年 2 月に指定運動療法施設
の認定を受けており、運動指導による医療費控除も出来るようになりました。初の試みであ
り、現在はモニター希望者に実施している段階です。正式運用は今年 10 月の予定です。そ
の他、今年度は健診センターの利用者に向けた会員種別の見直し、フィットネスの利用者へ
CT による内臓脂肪確認のご案内や、クリニックと健診で行っているピンクリボンプロジェ
クトと共同で、補助の少ない 20 代の女性や男性への認知に向けて乳がん検診の PR に力を
入れています。また、管理栄養士によるのフィットネス向け調理実習も開催しており、こち
らは大好評となっております。
昨今のフィットネスブームにより、フィットネス単体では太刀打ちできないことが現状で
はありますが、フィオーレ古賀の 1 階（クリニック）、2 階（健診）、3 階（フィットネス）、
さらには古賀総合病院との連携が深まることで、日本でも例を見ないメディカルに特化した
同心会ならではのフィットネスになっていくと思っております。
今後ともよろしくご愛顧のほどお願いいたします。

理念
基本方針

研修会等のご案内

< 今後の研修予定 >
■7 月 21
■8 月 22
■9 月 12
■11 月 1

日（土）：第 29 回糖尿病連携の会 （ＫＩＴＥＮ 8Ｆ コンベンションセンター）
日（水）：古賀総合病院 地域医療支援病院懇談会（ニューウエルシティ宮崎）
日（水）：認知症について （古賀総合病院）
日（木）：第 5 回循環器連携の会 （ＪＡＬシティーホテル）
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