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　この度の新型コロナウイルス感染症蔓延では感染被害を受けられ
た方々はもとより影響を受けられている皆様に心からお見舞い申し上げます。また、それら
の感染症対策で昼夜尽力されています関係者の皆様には、深い敬意と感謝を申し上げます。
　「2020 年」すなわち「令和 2年」の新年を迎えて心新たにした矢先、新型コロナウイルス
感染症の発生が報じられ、あっという間に世界的流行、パンデミックとなり、我が国も感染
被害を免れませんでした。そんな中、感染拡大の防止を図り医療供給体制確保のため緊急事
態宣言が発令され、医療関係者の献身的必死の活動や国民の理解と自粛生活などの結果、5
月末には緊急事態宣言が解除され、日常生活が徐々に復活できそうな状況に至っています。
　しかし、この間、世の中の多くの社会生活・活動は寸断され、人的、社会的影響・損失は
計り知れないものとなりました。さらに今年予定されていた東京オリンピックをはじめ、多
くの計画が中止、あるいは延期を余儀なくされています。この感染症は完全に終息したわけ
ではなく、今後は第 2波、第３波の流行への備えが求められています。
　そのような中、新型コロナウイルス感染者は国内では約 16,600 余名、死者 870 名近くに
達していますが、宮崎県での感染者は 3月、4月初旬発生の 17 名に留まっています。地域
医療支援病院である当院でも地域住民皆様の感染や院内感染、施設内感染の予防や、感染症
発生者受け入れの対策については、院内感染制御委員会のメンバーが中心となり、国内感染
発症の早期から緊張感をもって取り組んでまいりました。この取り組みに対し、物心両面か
ら感謝の言葉やご援助をいただきましたことをこの場を借りてお礼申し上げます。これから
もこの感染症が国内全体で落ち着くまでは、これまで同様に気を緩めずに対処していかねば
と思っています。
　社会医療法人同心会は、昨年 7月に新理事長に替わり、新しい体制での運営となりました。
4月には「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」という理念のもと、新年度がスタートしました。3月にはフィオーレ KOGA看護
専門学校の一期生 34 名が卒業し、全員がそれぞれの新しい環境でスタートしています。4
月 1日の同心会入職式では 57 名の新採用者を迎え、そのうち医師は 15 名で、前号でも紹
介しましたが今年度も基幹型研修病院として、4名の初期研修医が入職、1・2年次合わせ
て 8名となりました。研修病院としての責任を感じながら、今後を担う若い先生方は頼もし
く地域医療に欠かせぬ力であり、発展と活躍を大いに期待しています。
　地域包括ケアでの中核病院の役割をしっかり果していかなければと思っています。
　今後ともご指導、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

あいさつ

古賀総合病院　副院長  　　　　　
 　介護老人保健施設「春草苑」施設長　緒方  克己
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　　当院は 1999 年（平成 11 年）4月に宮崎市吉村町（檍小学校東側）に泌尿器科の有床診
療所として開院しました。開業して 20 年が過ぎたところです。医師会では昭和班に属して
います。私は宮崎市出身ですが、学生時代を長い間 鹿児島で過ごし、入局も鹿児島大学で
した。あるきっかけがあり、宮崎に帰ることとなり、紆余曲折ありましたが、現在地にパラ
シュート開業いたしました。主に泌尿器科疾患及び人工透析に特化した診療を行っています。
幸いにして、私の属する昭和班はあらゆる分野の専門医の先生が開業しており、周囲の先生
方の協力のおかげで、今まで何とか診療を継続させていただいています。
　超高齢化社会を迎え、透析患者様も泌尿器科疾患の患者様も例外なく高齢化が進んでいま
す。それに伴い、多くの患者様が様々な合併症を抱えています。特に、透析患者様はいつ急
変するかもしれない合併症を抱えた方がほとんどです。急変のたびに古賀総合病院を始めと
した高次病院の先生方には大変お世話になっております。開院当初から困ったときには助け
ていただきました。この場をお借りいたしまして感謝申し上げます。
　今後は開業医と高次医療機関との病診連携がますます進んでいくと予想されます。市北部
の地域医療支援病院としての中核を担う貴院の益々の発展を祈念しております。私も地域医
療のために微力ながら精一杯頑張っていく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。

登録医のご紹介

院長
福田 聡一郎 先生

〒880-0841 
宮崎県宮崎市吉村町井手ノ中甲 816
TEL：(0985) 32-1233　FAX：(0985) 32-1230
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診療科の紹介　眼科 眼科医長　齋藤 真美

　平素より地域の先生方には大変お世話になっております。
　眼科はこれまで週 1回の非常勤医師による診療で、ご紹
介やお問い合わせなどに際しまして先生方にご不便をお掛
けしておりましたが、2015 年 7月より常勤医として齋藤が
着任し、毎日診療を行うことが可能になりました。それ以降、
多数のご紹介をいただきまして誠にありがとうございます。
　一般的な眼科疾患はもとより、糖尿病網膜症や高血圧・ （左：児玉 悠 医師　右：齋藤 真美 医師）

関連施設紹介　鍼 院フィオーレ 鍼 師　尾崎 美音

　また、鍼 治療に対して「怖い・苦手」という方に対しては、無
理に施術を行うことはありません。患者さんお一人お一人に合った
治療を選択し、少しでも症状の改善ができるように努めています。
　全力で元気な身体づくりをサポートいたします。ぜひ、お気軽に
ご相談ください。

　当院は、2017 年 5月にリニューアルオープンし、おかげさまで今年で４年目を迎えました。
古賀駅前クリニック・メディカルフィットネスフィオーレに併設しているため、施設をご利
用になられた方が診察後や運動後によく来院されます。基本的に事前予約制ですが、予約状
況によっては、当日でも施術が可能です。ゆっくりとリラックスしていただける時間を提供
するため、他の患者さんと被らないように1時間単位でご予約をお取りしています。
　治療は、肩こり・腰痛などの慢性的な症状や、疲労回復・身体のメンテナンスに加え、ス
ポーツ障害の施術も行っています。女性鍼 師ということもあり、女性特有の悩み（冷え性・
生理痛など）についてもご相談いただけます。鍼 治療の効果や施術回数は、症状によって
異なりますが、一回の施術で症状が大幅に軽減することもあります。慢性化した症状も継続
的に施術を行うことで、痛みの軽減につながります。

（鍼 施術の様子）（鍼 施術の様子）
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腎性網膜症、甲状腺眼症神経眼科疾患などの内科と関連の深い疾患の診療を行っています。
加えて、日帰り手術が主となってきました白内障手術を、入院が必要な患者さんにも施行し
たり、加齢に伴う眼瞼下垂や内反症などの手術も行ってまいりました。一方で、一人で行う
診療には限界があり、行き届かない点が多々あることで歯がゆい思いをしてきました。しか
し、2019 年 11 月からは常勤医として児玉医師が加わり二人体制になったことで幅広い診療
ができるようになりました。
　今後は、更に設備を整え症例数の増加を図り、将来的には硝子体手術なども施行すること
を検討しています。また、宮崎大学眼科学教室と連携し加齢黄斑変性症などの症例数も多数
診療できるよう準備をしています。
　総合病院の特性を活かし、充実した医療提供ができるように努力してまいりますので、今
後とも何卒宜しくお願い申し上げます。



事務作業補助者１名で地域医療連携に係る業務を行って
おります。看護師も２名体制となり、今後はより専門性
の高い相談にも迅速に対応できるよう精進したいと考え
ております。
　　2020 年も、地域医療支援病院として頑張ってまいり
ますので、古賀総合病院・地域医療連携室をよろしくお
願いいたします。

　本格的な夏を迎えました。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
　2020 年 5月 1日より、田代富世（師長）に替わり、古賀訪問看護ステー
ションあおぞらから川崎美代子（師長）が異動となりました。訪問看護で
の経験を活かし、顔の見える円滑な連携に努めてまいります。現在は、前
任の田代も地域医療連携室勤務を継続し、看護師2名、ワーカー6名、医師

地域医療連携室について 地域医療連携室　師長　川崎 美代子

JCEP 認定更新の報告 臨床研修センター長　楠元 寿典 

　当院では 8名の初期研修医（卒後 1年目、２年目）が臨
床研修中で、毎日早くから活気にあふれた声が響きます。
時には採血がうまくいかずしょんぼりしたり、患者さんか
ら「先生の顔をみると元気がでるって言われました」と喜
んだり。誠実な研修医の姿に、我々指導医も「プロフェッ
シヨナリズムを持って、地域社会に貢献できる医療人を育
てる」という研修理念に思いを新たにします。
　NPO法人卒後臨床研修評価機構 (JCEP)とは、国民に対する医療の質の改善と向上を目指すため、
臨床研修病院における研修プログラムの評価や人材育成などを行い、公益の増進に寄与すること
を目的に2007年に設立され、臨床研修病院に関する様々な機能の審査・評価を行う第三者機構です。
　当院は 2018 年 4月に JCEP 認定医師臨床研修施設の認証を受け、2020 年 4月 1日付けで
認定を更新いたしました。認定・更新には高い病院機能に加え、研修体制、教育環境などの
厳しいハードルをクリアする必要があり、全国 1037 臨床研修施設のうち JCEP 認定施設はわ
ずか 278 施設のみです (2020 年 4 月 1日現在 )。
　当院の研修医は指導医から医学的知識や技能を学ぶとともに、独自の多職種メンター制度
により看護師や技師、事務職員など、医師以外のスタッフからも指導を受けます。JCEP の機
能評価でも、職種を超えた指導に高い評価をいただいており、この互いに認め学び合う関係
を基に、今後も臨床研修施設として地域医療に貢献して行きたいと思います。
　末筆ではございますが、臨床研修にご協力頂いています地域の先生方ならびに医療従事者
の方々にこの場を借りて厚くお礼申し上げます。

（初期研修修了式の様子）

（地域医療連携室の集合写真）
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院内での取り組み　感染制御について 職員健康管理担当　谷山 里美

　医療従事者である私たちは、感染症から自分自身を守るとともに、自分自身が院内感染の
運び屋になってはならないため、一般の人々よりも感染症予防に積極的である必要があり、
感染による欠勤などでの医療機関の機能低下も防ぐ必要があります。
　その対策として、当会では、入職時健康診断で「麻疹・風疹・水痘・ムンプス・Ｂ型肝炎」
の抗体検査を全職種に実施しています。抗体価の低い免疫の不十分な職員に対しては、母子
手帳などで過去のワクチン接種歴や罹患歴を確認したのち、ワクチン接種の勧奨を行ってい
ます。抗体価やワクチン接種歴については、職員だけでなく研修医の先生や、実習に来る学
生さんにも結果の提出をお願いしています。
　また、抗体価やワクチン接種状況を記載したカード ( 抗体価カード参照）を、全職員名札
の裏に携帯するよう義務づけています。このような感染症が強く疑われる患者さんが受診・
入院した際、免疫の不十分な職員が感染のリスクにさらされることを避ける必要があります
が、各自抗体価や接種歴を忘れていることも多く、混乱を生じることがあったためです。
　これにより、医師・看護師のワクチン接種に対する意識が変わったことはもちろんのこと、
事務職員や栄養科職員、フィットネススタッフなど、直接患者さんに接することのない職員
もワクチン接種に対して積極的になってきました。例年、4月には 30~40 名程度の新規採
用者・中途採用者の希望者に対して、Ｂ型肝炎ワクチンの集団接種を行っていますが、その
うち 6割以上が医師・看護師以外の職種となっています。全ての職種に対して、積極的に予
防接種の機会を提供し、一人ひとりにあったワクチンスケジュールの管理を継続してきたい
と思います。
　もちろん、予防接種を受けているからといって、感染する可能性がゼロになるわけではあ
りません。何度ワクチンを接種しても抗体ができない場合もあります。免疫反応不応答者を
把握しておくこと、日常的にスタンダードプリコーションを実施すること、万が一、職業感
染発生時の対応について体制を整備し周知しておくことが重要です染発生時の対応について体制を整備し周知しておくことが重要です。
　今後も感染感染感染感染感染感染感染感染制御室、医療安全管理室、その他部署との連携を図りながら、感染対策を実施
してししし いきいきいきいきいききいきいきききいききい たいたいたいいいいたいいたいいいいととととと思ととととと います。

　医療従事者である私たちは、感染症から自分自身を守るとともに、自分自身が院内感染の
運び屋になってはならないため、一般の人々よりも感染症予防に積極的である必要があり、
感染による欠勤などでの医療機関の機能低下も防ぐ必要があります。
　その対策として、当会では、入職時健康診断で「麻疹・風疹・水痘・ムンプス・Ｂ型肝炎」
の抗体検査を全職種に実施しています。抗体価の低い免疫の不十分な職員に対しては、母子
手帳などで過去のワクチン接種歴や罹患歴を確認したのち、ワクチン接種の勧奨を行ってい
ます。抗体価やワクチン接種歴については、職員だけでなく研修医の先生や、実習に来る学
生さんにも結果の提出をお願いしています。
　また、抗体価やワクチン接種状況を記載したカード ( 抗体価カード参照）を、全職員名札
の裏に携帯するよう義務づけています。このような感染症が強く疑われる患者さんが受診・
入院した際、免疫の不十分な職員が感染のリスクにさらされることを避ける必要があります
が、各自抗体価や接種歴を忘れていることも多く、混乱を生じることがあったためです。
　これにより、医師・看護師のワクチン接種に対する意識が変わったことはもちろんのこと、
事務職員や栄養科職員、フィットネススタッフなど、直接患者さんに接することのない職員
もワクチン接種に対して積極的になってきました。例年、4月には 30~40 名程度の新規採
用者・中途採用者の希望者に対して、Ｂ型肝炎ワクチンの集団接種を行っていますが、その
うち 6割以上が医師・看護師以外の職種となっています。全ての職種に対して、積極的に予
防接種の機会を提供し、一人ひとりにあったワクチンスケジュールの管理を継続してきたい
と思います。
　もちろん、予防接種を受けているからといって、感染する可能性がゼロになるわけではあ
りません。何度ワクチンを接種しても抗体ができない場合もあります。免疫反応不応答者を
把握しておくこと、日常的にスタンダードプリコーションを実施すること、万が一、職業感
染発生時の対応について体制を整備し周知しておくことが重要です。
　今後も感染制御室、医療安全管理室、その他部署との連携を図りながら、感染対策を実施
していきたいと思います。

〈表〉 〈裏〉
抗体価カード
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卒業式・入学式の報告 フィオーレ KOGA看護専門学校　担当理事　丸山 博史

　卒業生達は、入学してから多岐にわたる専門分野での講義や臨地実習に戸惑いながらも、
3年間辛抱強く努力してきました。2020 年 2月 16 日 ( 日 ) に行われた「第 109 回看護師国
家試験」では、合格率 97.2％と、全国合格率の 89.2％を上回る結果となりました。達成感
で満ち溢れた表情で卒業式に臨む卒業生達をとても頼もしく感じました。
　これから社会人として、本校で習得した知識や技術・看護の心をもって、医療や福祉の現
場で地域医療に貢献してくれることを願っています。
　また、2020 年 4月 7日 ( 火 ) に第 4回入学式を挙行し、第 4期生 40 名が入学いたしまし
た。入学生のみなさんおめでとうございます。
日本の少子化・高齢化はますます進み、疾病構造の変化のもと医療者は多様なニーズへの対
応や地域住民の方々が安心して暮らしていくために、医療・介護・福祉の連携も求められて
います。
　社会医療法人同心会は 20 年に亘り、県下の看護学校からの実習の受け入れや地域社会に
貢献できる看護師の養成に努めてまいりました。その経験をもとに、各部門が連携を図り、
同心会職員が一丸となって、学生の学びのニーズに対応した学習支援を行ってまいります。
急性期医療、そして、多職種連携を通した在宅医療の支援体制が整った環境のもとで自己研
鑽を積み、広範囲の専門内容の知識を身に着け、病める人の訴えに共感できる感性豊かな看
護師になってほしいと願っています。

　卒業生達は、入学してから多岐にわたる専門分野での講義や臨地実習に戸惑いながらも、
3年間辛抱強く努力してきました。2020 年 2月 16 日 ( 日 ) に行われた「第 109 回看護師国
家試験」では、合格率 97.2％と、全国合格率の 89.2％を上回る結果となりました。達成感
で満ち溢れた表情で卒業式に臨む卒業生達をとても頼もしく感じました。
　これから社会人として、本校で習得した知識や技術・看護の心をもって、医療や福祉の現
場で地域医療に貢献してくれることを願っています。
　また、2020 年 4月 7日 ( 火 ) に第 4回入学式を挙行し、第 4期生 40 名が入学いたしまし
た。入学生のみなさんおめでとうございます。
日本の少子化・高齢化はますます進み、疾病構造の変化のもと医療者は多様なニーズへの対
応や地域住民の方々が安心して暮らしていくために、医療・介護・福祉の連携も求められて
います。
　社会医療法人同心会は 20 年に亘り、県下の看護学校からの実習の受け入れや地域社会に
貢献できる看護師の養成に努めてまいりました。その経験をもとに、各部門が連携を図り、
同心会職員が一丸となって、学生の学びのニーズに対応した学習支援を行ってまいります。
急性期医療、そして、多職種連携を通した在宅医療の支援体制が整った環境のもとで自己研
鑽を積み、広範囲の専門内容の知識を身に着け、病める人の訴えに共感できる感性豊かな看
護師になってほしいと願っています。

　2020 年 3月 12 日 ( 木 ) フィオーレ KOGA看護専門学
校において、新型コロナウイルス感染症対策のもと第 1
回卒業式を挙行し、第 1期生 35 名が卒業いたしました。
卒業生のみなさんおめでとうございます。
　今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
ご来賓やご家族・在校生のいない異例の開催となり、大
変遺憾に思うとともに、あたりまえの日常がいかに素晴
らしい事かを感じさせられました。

　2020 年 3月 12 日 ( 木 ) フィオーレ KOGA看護専門学
校において、新型コロナウイルス感染症対策のもと第 1
回卒業式を挙行し、第 1期生 35 名が卒業いたしました。
卒業生のみなさんおめでとうございます。
　今回、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
ご来賓やご家族・在校生のいない異例の開催となり、大
変遺憾に思うとともに、あたりまえの日常がいかに素晴
らしい事かを感じさせられました。

（ 第 4回入学式の様子 )（ 第 4 回入学式の様子 )

( 第 1回卒業式の様子 ）( 第 1回卒業式の様子 ）
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介護老人保健施設　春草苑

< 今後の研修予定 >
■新型コロナウイルス感染症対策のため、現在は研修の開催を控えております。

基本方針

フィオーレ KOGA 看護専門学校
〒880-0879 宮崎宮崎駅東 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 (3F)
メディカルフィットネスフィオーレ
　 TEL     0985-22-2113　FAX　0985-22-2791
鍼 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 

関連施設

研修会等のご案内

理念

〒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

2020 年 7 月発行発行元：古賀総合病院　総務課


