
Vol.19

■挨拶
■登録医の紹介
■院内ニュース

社会医療法人同心会　古賀総合病院　副院長　木原　康
木下内科医院　院長　木下　浩 先生
新任医師紹介
地域医療機関における連携に関するアンケート結果
紹介状なしの外来受診時定額負担（選定療養）について
緩和ケア研修会の開催報告



Fiore koga 1 Fiore koga 2

挨拶 地域医療支援病院（登録医）紹介

　昨年 7 月より副院長に就任しました木原康です。あらためてよろしくお願いします。

　連日、新型コロナウィルス感染の報道が続き、各種行事の中止や延期が発表になっていま

す。新型コロナウィルス感染の終息はいつになるのか分からず、しばらくは不安な日々をす

ごすことになりそうです。

　古賀総合病院では昨年 8 月より急性期病棟からの転換で地域包括ケア病棟を開設しまし

た。中央病棟 4 階に 40 床の病棟として運用しています。病棟名を在宅復帰支援病棟とし、

リハビリなど在宅復帰へ向けての支援に力を入れています。この病棟の役割として、

①急性期病棟で治療後の在宅復帰をリハビリなどで支援（ポストアキュート）②在宅療養中

の体調不良時の対応（サブアキュート）③自宅又は在宅系の施設への復帰が挙げられます。

すなはち、入院から在宅への橋渡しと在宅療養を不安なくすごしてもらうことにあります。

　このように地域で安心して療養できるようすることを支援する病棟なのですが、保険診療

上の縛りもあります。①退院は自宅又は在宅型の施設（70％以上必要です）。②在院日数は

原則 60 日が限度。③リハビリをするなら平均 2 単位以上必要｛平日に 3 単位（1 時間）程

度できないとリハビリ対象にならないかもしれません｝。また、勤務体制の都合により現在、

原則夜間休日の緊急入院は受けていません（急性期病棟での対応となります）。このように

慣れないと分かりづらいことがあるかもしれませんが、地域医療連携室などを通じて問い合

わせてもらえば幸いです。

　地域包括ケア病棟も運用開始から半年くらい経過し、ある程度様子が分かってきましたの

で、今後は在宅からの直接入院に積極的に取り組みたいと思っています。在宅診療をされて

いる先生方で高齢者の熱発や下痢など軽症だけど在宅での加療が困難になったときなどの受

け皿として利用していただければと思っています。

　話は変わりますが、昨年 6 月に 3T MRI 装置（フィリップス社製　Ingenia Elition 3T）を

導入しました。3T だけに画質はかなり向上しています。特に MRA や MRCP などがきれい

になっています。腹部も呼吸停止で検査できるものが増え、ぶれの少ない画像が取れるよう

になっています。また、昨年 10 月には SPECT-CT（GE 社製 MN/CT860，8 列 MDCT 搭載型

SPECT）を導入しました。CT での補正でより適正な診断が可能になり、CT との Fusion によ

り集積場所が分かりやすくなっています。これらの機器をぜひ気軽にご利用ください。

　古賀総合病院の各科の先生方、スタッフの皆様方には日頃から大変お世話になり、ありが

とうございます。重症例、緊急症例、精査の必要な症例など幅広く受け入れていただき大変

感謝しております。私は宮崎大学第 1 内科在籍時に古賀総合病院の透析に非常勤として勤務

させていただきました。

　当院は父（木下恒雄）が 1969 年（昭和 44 年）に現在地（宮崎市下北方町、大宮小学校近く）

で木下内科医院として開業したのがはじまりです。2001 年（平成 13 年）に私が引き継ぎ、

内科に加えて人工透析を開始いたしました。継承とはいっても父は漢方中心の診療を行って

いたため、変えなければならないことも多く戸惑いの連続でした。特に透析はゼロからのス

タートで、古賀総合病院から患者さんを紹介していただいたり、入院を受け入れていただい

たり、シャントを作っていただいたり、いろいろとお世話になりながらなんとか継続してこ

られたと思います。

　現在、内科外来診療は月～土曜日、透析は月水金（夜間まで）行っております。患者さん

本位の地域医療をすすめていくうえで、その中核として、地域医療支援病院である古賀総合

病院はなくてはならない存在です。当院から近距離でもあり、幅広い診療科が充実しており、

これからも頼りにさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

古賀総合病院　副院長　木原　康

院長
木下　浩 先生

木下内科医院
　〒 880-0035
　宮崎市下北方町常盤元１０１８番地１
　TEL 0985-25-7887　　FAX　0985-25-7671
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新任医師紹介

外科医長　　吉川　弘太 内分泌代謝内科専攻医　　村上　陽亮 内分泌代謝内科専攻医　　堀　竜太

泌尿器科医長　　三宅　那央 循環器内科専攻医　　冨田　俊介

腎臓内科医長　　藤元　健太 初期研修医１年　　海老原　秀生

初期研修医１年　　藤田　晋也 ２０２０年１月～３月末までの退職医師

２０１９年度 臨床研修修了者

・川越富夫　　・久保恵是　　・清水浩一郎・川越富夫　　・久保恵是　　・清水浩一郎
・植野　尭　　・岩切太幹志　・落合彰子・植野　尭　　・岩切太幹志　・落合彰子
・鈴木浩之　　・堀口崇典　　・森　悠平・鈴木浩之　　・堀口崇典　　・森　悠平

・鶴田雅子　　・押川　隆・鶴田雅子　　・押川　隆
・中村希実・中村希実

腎臓内科専攻医　　古郷　博紀

外科専攻医　　関　健太

初期研修医１年　　青山　勝治神経内科医長　　外山　晶子

初期研修医１年　　津曲　麻依腎臓内科医　　新屋　琴子

呼吸器内科専攻医　　北村　彩

　4 月より外科で勤務させてい
ただくことになりました。鹿児
島出身で不慣れなところもあり、
ご迷惑をおかけすることもある
かと思いますが、チームの一員
として貢献できるよう努めてま
いります。ご指導のほどよろし
くお願いします。

　この度内科専攻医として勤務
させていただくことになりまし
た。医師 5 年目でまだまだ若輩
者ですが、これから様々な経験
をして、皆様に貢献できるよう
努力して参ります。よろしくお
願いいたします。

　内科専攻医２年目・卒後５年
目の堀です。日向市出身です。
昨年までは宮崎生協病院に勤務
しておりました。患者さん第一
に、また自分自身は限界を作る
ことなく、日々の精進に励みた
いと思います。よろしくお願い
します。

　４月より泌尿器科医として赴
任してきました三宅那央と申し
ます。まだまだ慣れないことも
多くご迷惑をおかけすることも
あると思いますが、泌尿器科医
として貢献出来るよう日々精進
して参りますので、よろしくお
願いいたします。

　4 月より内科専攻医として入
職致しました。未熟で至らぬ点
も多く、皆様にご迷惑をおかけ
することもあるかと存じますが、
日々精進し少しでも貢献できる
ように精一杯頑張りたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

　今年度から腎臓内科医として
赴任することになりました藤元
健太です。近畿大学を卒業し、
大阪で数年勤務しました。新し
い環境で日々勉強しつつ、地域
に病院に貢献できるよう精進し
て参ります。よろしくお願い致
します。

　4 月から研修医としてお世話
になっております。生まれ育っ
た宮崎にしっかりと貢献できる
よう、社会人、そして研修医と
して一歩ずつ着実に歩んでいき
たいと思います。至らない点も
多々あるかと思いますが、ご指
導のほどよろしくお願いいたし
ます。

　この 4 月からお世話になりま
す藤田晋也と申します。初めて
社会に出る右も左もわからぬ若
輩者で、ご迷惑をおかけするか
もしれませんが、精一杯努力し
ていこうと思います。何卒よろ
しくお願い致します。

　4 月から古賀総合病院腎臓内
科で働かせていただくことにな
りました。医師 4 年目で、毎日
学ぶことばかりであり、1 日 1
日を大切に日々努力していこう
と思っております。よろしくお
願いします。

　4 月よりお世話になります関
健太です。出身は東京です。外
科後期レジデント 3 年目になり
ます。精一杯頑張り、様々な手
技を身に着けたいと思います。
よろしくお願いします。

　これから 2 年間よろしくお願
いします。
　出身は小林市です。趣味は子
供と遊ぶことです。
　一度社会人として働いたのち
に、宮崎大学医学部に入りなお
しました。臨床現場でご一緒し
た際には、ぜひご指導のほどよ
ろしくお願いします。

　宮崎大学病院から古賀総合病
院に赴任しました。卒後 9 年目
で専門は神経内科です。微力で
はありますが地域のお役に立て
るように精一杯頑張りたいと思
います。宜しくお願い致します。

　４月から初期研修医としてお
世話になります津曲と申します。
西都市出身で宮崎大学を卒業し
ました。多くのことを吸収でき
るように日々努力していきたい
と思います。ご指導のほどよろ
しくお願いします。

　4 月から腎臓内科で働かせて
頂きます。鹿児島県出身で宮崎
大学医学部を卒業し、卒後 6 年
目です。まだまだ未熟ですが、
少しでも地域の皆様に貢献でき
るよう頑張ります。よろしくお
願いいたします。

　宮崎大学医学部卒、医師４年目
です。両親は日南で有床診療所を
開いています。私は現在、宮大附
属病院神経呼吸内分泌代謝学に所
属し、肺癌や間質性肺炎を主にみ
ていますが、古賀では内科一般を
広く見させていただきます。趣味
は社交ダンスで、いい息抜きになっ
ています。宜しくお願い致します。
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2019 年度 地域医療機関における連携に関するアンケート結果 紹介状なしの外来受診時定額負担（選定療養）について

緩和ケア研修会の開催報告

　2016 年度（平成 28 年度）診療報酬改定により、紹介状なしの大病院受診時は定額負担が義務化され、
特定機能病院（86 施設）および 400 床以上の地域医療支援病院（347 施設）が対象となっていましたが、
2020 年（令和 2 年）の改定で 200 床以上の地域医療支援病院（233 施設）が加わりました。
　全国 8,412 病院のうち 666 病院が初診 5,000 円以上、再診 2,500 円以上の定額負担の対象となり
ます。
　当院におきましては、4 月 1 日より紹介状がない場合の定額負担は、初診について現状の 3,000 円
から 5,000 円となります。また、当院より他院へ紹介したにも係わらず患者さんが引き続き当院で
の診療を希望し受診された場合は診察日毎に再診料 2,500 円をいただく事になります。
　地域の先生方におかれましては、ご紹介の際はぜひ紹介状を添えていただきますようお願いいた
します。
　なお、定額負担の対象外となる場合もございますので、詳しくは当院（医事課窓口または地域医
療連携室）へご相談下さい。

　2020 年 1 月 18 日（土）、「宮崎県第 5 回緩和ケア研修会」が、古賀総合病院にて開催されました。
この研修は、緩和医療に関わる医師等を対象とした研修会で、古賀総合病院での開催は 5 回目です。
この日の集合研修は「がん等診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会 e-learning」の受講修了者
が対象となっております。
　参加施設は、宮崎大学医学部附属病院・宮崎県
立宮崎病院・いしかわ内科・竹迫医院・古賀総合
病院の 5 施設で、医師 12 名・看護師 1 名でした。
　研修は e-learning の復習・質問・コミュケーショ
ン・全人的苦痛に対する緩和ケア・療養場所の選
択と地域連携・がん患者等への支援・ふりかえり
の内容でした。
　コミュニケーションの告知場面でのロールプレイでは、医師・患者・観察者を各１回ずつ体験す
るなかで、自分の試したいスキルを選択し使用しました。医師役では、質問に対する返答に困り沈

黙となる場面もありましたが、その沈黙のタイミング
も必要であり、患者さんの立場（表情・反応等）を考
えながら説明することの難しさを改めて感じる事がで
き “ 患者さんと向き合うことの大切さを重く感じた ”
等の意見がありました。また、全人的苦痛に対する緩
和ケアのグループワークでは、それぞれが活発な意見
を出し合い、医療・福祉・地域との連携・顔の見える
関係づくりの必要性を感じ、とても有意義な研修会と
なりました。

地域医療連携室 医事課

地域医療連携室

　当院では病病・病診連携向上のため毎年、登録医および非登録医の施設アンケート調査を行って
います。2020 年１月に登録医 199 施設、非登録医 237 施設を対象に調査を行いましたのでご報告い
たします。（回収率 29.8％ : 登録医 41.3％、非登録医 20.4％）

　当院は、地域医療支援病院として紹介患者さんに対する医療の提供や救急医療の実施等、地域の
先生方と当院の連携を円滑にかつ、密に努めるよう、体制の強化を目指してまいります。
　アンケートへのご協力ありがとうございました。
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介護老人保健施設　春草苑

発行元：古賀総合病院　総務課 2020 年 4 月発行

　〒 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

■新型コロナウイルス感染症対策のため、現在は研修開催を控えております。

＊お問い合わせ：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 - m a i l：k g h - r e n k e i @ k g h . o r . j p
＊地域医療連携室の受付時間　平日：8 時 30 分～ 17 時 00 分

＜地域医療連携室からのお知らせ＞
◎泌尿器科の予約は、患者さんからの電話予約でも可能です。

「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」

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

フィオーレ KOGA 看護専門学校
　〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2 丁目 2-10
　TEL　0985-38-8010　FAX　0985-38-8020

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 KOGA〕
　〒880-0812 宮崎市高千穂通 2-7-14
古賀駅前クリニック（1F）
　TEL　0985-22-2111　FAX　0985-23-9598
古賀駅前クリニック健診センター（2F）
　TEL　0985-22-2112　FAX　0985-32-0317
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（3F）
　TEL　0985-22-2113　FAX　0985-22-2791
鍼灸院フィオーレ（1F）
　TEL　0985-22-8950

〔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


