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古賀総合病院　消化器外科部長　谷口　正次
地域医療連携室副室長、医療安全管理室長　　　　　　

古賀在宅ケアセンター施設長　　　　　　

あいさつ　「困難なときにこそ医療連携の強化を」

　2020 年、古賀総合病院はフィーオーレ KOGA看護専門学校の第 1期卒業生の入職、２年連続フル

マッチした研修医の研修スタートと明るい話題のもとに、さらなる救急医療の充実を目標の１つに掲

げてスタートしました。しかし、3月に宮崎県でも新型コロナ感染者が確認されて以降、当院も否応

なくその渦に巻き込まれました。他の医療機関と同様に、当院でも ICT を中心とした「新型コロナ対

策チーム」で次々と新たな対策を決定し、状況の変化に合わせて修正しながら、職員一丸となって丁

寧で慎重な新型コロナ対策を行ってまいりました。対策物資の不足には、県や市など行政から支給い

ただいたマスクなどの支援の他に、当院でもビニール予防衣などを自作して使用しています。また、

ご厚意で防護具やマスクなど提供いただきました宮崎市郡医師会、竹内病院、山本医院、ひろしま通

りウイメンズクリニック、JA宮崎、キングラン（株）、ドレーゲルジャパン（株）および職員のご家

族の皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。当院は、総合病院の特性や強みを活かして ”with 

コロナ ” の時代に期待される役割を担っていきます。老健施設の春草苑では充分な感染対策を講じた

上でデイケアも継続実施、在宅ケアセンターでは濃厚接触者等については完全防護策を講じた上で訪

問看護を継続しています。

　5月 6月と新規感染者 0で経過していた宮崎県にとって、予想されていた第 2波は、多くの人々の

予測より早く想定を大きく越える規模で訪れました。7月末の連休に始まった新型コロナ感染者の急

激な増加は、8月初めには感染者数 200 人を超え、直近１週間の人口 10 万人あたりの感染者数は全

国 6位と一挙に上位に躍りでて、県民、医療従事者に衝撃を与えました。当院でもすぐに、さらな

る大胆な対応が必要と判断して、外来機能や病床運用の大幅な見直しを行いました。

　新型コロナ感染症対策と同時に、それ以外の疾患に対する通常の医療・介護の維持継続も重要で、

それらは一医療機関のみで成せることではありません。従来から築き上げてきた地域医療機関の皆様

との連携をさらに強化して、各施設の規模や状況に応じて求められる役割を果たすことで、地域全体

として達成されるものと思います。そのために重要なのは、患者さんに対するとともに、各医療・介

護施設に対する思いやりだと考えます。思いやりの連鎖が医療・介護の維持継続に繋がって、この困

難を地域全体で克服し、平穏な日常にもどれることを信じています。

ー思いやりの連鎖で地域の医療・介護を守るーー思いやりの連鎖で地域の医療・介護を守るー



　2020 年 6月 11 日、無床診療所『かわごえ内科クリニック』を開院しました。

　この度は、貴院の広報誌で当院を紹介する機会を与えていただきまして、誠にありがとうござい

ます。

　当院は、宮崎駅の東口を出て、東に伸びる大通りを、まっすぐ 300m進んだところにあります。

もともと、私の実家のあった場所に、両親と 2世帯住宅も兼ねてクリニックを建設しました。

　私は、東京の一般企業で会社員を経験したのち、医学部に入り直して医師になりました。医師へ

の転機の理由は、阪神淡路大震災により多くの人がケガや病気に苦しむ姿をみて、少しでも医療で

世の中の役に立ちたいと考えたからです。このクリニックも『医療を通して地域に貢献すること』

を基本理念にしています。

　当院では、内科全般の診療を中心に、脳神経内科と腎臓内科（担当医：副院長）を専門分野にし

ています。また、マルチスライス CTも導入して（予約不要）、画像は放射線科医のリモート読影に

よりダブルチェックを行っています。当院での治療のみならず、貴院との連携により、患者様に最

善の治療をご提供できるように頑張りたいと思います。

　開院時からコロナの影響で、当初の予想より来患者数は少ないようですが、もともとゼロからの

出発ですので、プラス思考で地域医療のために頑張っていこうと思います。

　患者様一人ひとりの声に耳を傾けて、地域のお役に立てるクリニックを目指します。

地域医療支援病院 ( 登録医 ) 紹介

院長　川越 富夫　先生

かわごえ内科クリニック
〒880-0879
宮崎市宮崎駅東 2-3-6 KC ビル 1階
TEL：0985-23-2100 　FAX：0985-23-2101
HP：https://kawagoe-naika-clinic.com/
　　 （かわごえ内科クリニック　宮崎　検索）



　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。日頃より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。

　これまで当院は、日本甲状腺学会認定専門医施設とし

て、名誉院長の栗林医師と内分泌代謝内科部長の日高医

師を中心に専門性をもって甲状腺診療を行ってまいりま

した。加えて、2020 年からは日本内分泌外科学会関連施

設にも認定されました。

甲状腺専門外来オープンのお知らせ 外科　田中　智章

　甲状腺疾患は、患者数が多いものの専門的に診断から薬物療法、手術、放射線内用療法まで行うこ

とが可能な施設は限られているのが現状です。日頃の診療で、地域の先生方におかれましても紹介先

を探したり、また内科・外科どちらに紹介をしたら良いのか迷われる症例もあるかと思われます。

　当院では、甲状腺・副甲状腺疾患の患者さんが、より一層気軽に受診していただけるよう、「甲状

腺専門外来」をオープンし、内科・外科の区別なく窓口を１本化することといたしました。内科・外

科合同チームが連携をとり、診断・治療を行ってまいります。

　甲状腺機能異常（亢進症、低下症）、甲状腺結節、副甲状腺機能亢進症（高カルシウム血症：原発性、

続発性）などに留まらず、不妊女性の甲状腺機能異常なども対応いたします。顕性の機能異常や不妊

治療中は甲状腺機能を良好に調節することはもちろんですが、日常生活に差し支えない程度のごくわ

ずかな潜在性甲状腺機能低下症でも、流産率が上昇する可能性が示されており、一時的に甲状腺ホル

モンの補充を行うことによって妊娠率や流産率が改善することが期待できます。妊娠を希望される女

性でなかなか妊娠に至らない方は、一度、甲状腺機能確認のためにもご相談ください。

　甲状腺専門外来は、平日（月・火・水・金）の午前中に診察を行っています。

　地方でも都市部同様の診断・治療のご提供が出来るよう、これからも邁進してまいります。

月 火 水 木 金

午前 村 上
長 友

田 中
椎 屋 検査日

日 髙

田 中

外来担当医一覧

【甲状腺専門外来の医師たち】



関連施設紹介　フィオーレ KOGA

　フィオーレ KOGAは、1階「古賀駅前クリニック」、2階「健診セ

ンター」、3階「メディカルフィットネスフィオーレ」で構成され、

宮崎駅西口（高千穂通り）側に位置しています。早期発見、早期治療、

疾病予防・健康増進・再発防止のため、各施設が連携し効果的な健

康づくりをサポートいたします。

　また、1階エントランスホール内には、「鍼 院フィオーレ」、

古賀駅前クリニック　【診療のご案内】古賀駅前クリニック　【診療のご案内】

　放射線科、放射線技術室は、放射線科診断専門医 2名、診療放射線技師 6名のスタッフでクリニッ

クや健診の放射線検査業務に従事し、地域住民の健康づくりの一助となるよう放射線画像情報の提供

を行っています。

　当施設では、一般撮影装置、X線テレビ装置、乳房撮影装置、骨塩定量測定装置の他、GE社製の

16 列MDCT 装置　Brivo CT385 と MRI 装置 1.5T SIGNA Explorer を導入しています。

 　CT 検査は年間約 1,800 件、MRI 検査は年間約 2,700 件の検査を行っています。そのうち、CT検査

の約 3割、MRI 検査の約 4割が、近隣の病院や医院の先生方からご紹介いただいた患者さんとなって

います。

※　内分泌・代謝内科の診療について：水曜午前は完全予約制となっております。
その他の曜日は基本予約制とさせていただいておりますが、予約状況により診療可能な場合もございます。
まずはお電話でご確認ください。　【問合せ先：（代表）0985 - 22 - 2111】

　各検査結果（画像診断報告書と画像データ CD）は、検査終了後

30 分以内に患者さんへお渡しできるように心がけています。また、

検査枠に空きがあれば当日のお申込みや検査も可能ですので、検査

をご希望の際はお気軽にご連絡ください。

【読影の様子】

部門紹介　【放射線科】部門紹介　【放射線科】

【駅前クリニック受付】

「ティールームフィオーレ（喫茶店）」があり、どなたでもご利用いただけます。

⼟
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

内科 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
(第1・4・5週）

内分泌・
代謝内科 〇 〇 〇 〇 完全予約制 〇 〇 〇 〇 〇 〇

(第1・2・3・5週）

循環器内科 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
(第4週）

消化器内科 〇 〇 〇

呼吸器内科 〇

肝臓内科 〇

整形外科 〇
(第1・3・5週）

〇
(第1・3・5週）

⾦⽉ ⽕ ⽔ ⽊



ピンクリボンプロジェクト 古賀駅前クリニック健診センター

　今年は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の為、イベントが中止となり、

当施設をご利用の方や、職員を中心に

啓発活動を行っています。多くの方へ

向け啓発はできていませんが、今は出

来る範囲で活動して行こうと思います。

　当施設では、「乳がん検診の普及」を目的としたピンクリボンプロジェクトを立ち上げて、今年で

3年目を迎えました。

　今までの活動内容としまして、2019 年は、「まつり宮崎」や宮崎ガス ( 株 ) 主催の「ガス展」など、

【2019 年まつり宮崎】

古賀駅前クリニック健診センター
ピンクリボンプロジェクト～フィオーレ KOGA～
【TEL】　　　  0985-22-2112
【受付時間】　平日　午前 8時 30 分 ～ 午後 3時 00 分

地域のイベントに参加し、多くの方が、乳がん検診を受けないといけな

いと思っていらっしゃることが分かりました。普段聞くことのできない

地域の方々の声を直接聞くことができ、とてもいい機会でした。

【2019 年ガス展】

　当施設では受付と問診時にスクリーニングチェックを実施し、また定期的に換気などを行い、
感染拡大防止に努めております。

　当施設では感染症拡大防止に努め、多くの方々が安心して健診を受けていただけるよう、より一

層態勢を整えてまいります。

　今後とも古賀駅前クリニック健診センターをどうぞよろしくお願いいたします。

「宮崎市健康診査受診券」や「宮崎市乳がん検診無料クーポン券」が５月下旬にご自宅に
郵送されています。ぜひ、ご活用ください。

見本見本



臨床研修センターの紹介 臨床研修センター長　楠元　寿典

　古賀総合病院は、持続可能な社会的貢献と病院の質向上を目的として、2004 年医師臨床研修制度
の変遷に伴う新臨床研修制度発足以来、厚生労働省指定の基幹型・協力型研修病院として研修医受
け入れを行っています。2016 年には臨床研修センターを開設し、「プロフェッショナリズムを持って、
地域社会に貢献できる医療人を育てる」という研修理念の下、全職員でよりよい医師を育てる取り
組みを行っています。センターは、初代古賀倫太郎センター長の後を受け 2020 年から楠元寿典がセ
ンター長を拝命し、宮崎大学ベスト指導医を連続受賞中の松浦医師、初期研修から外科専門医取得
まで当院で研修を行い 3年間の国内留学を経て赴任した田中医師と、2名の専任職員（加山千夏、西
美奈子）で構成されています。
　地域先生方のサポートにより、古賀総合病院で研修を受けたいという医学生が増加し、定員数は
少ないものの宮崎県内初の 2年連続のフルマッチ（研修定員充足率 100％）を達成しました。ご紹介
いただいた患者さんに対し、一生懸命な研修医と優しい指導医が担当させていただく機会があるか
もしれません。次世代の良医を育て社会に貢献するために、臨床研修センターをはじめ 38 名の医師
以外のメンターを含む当院全職員がサポートを行います。研修制度への益々のお力添えをよろしく
お願い申し上げます。

【医師臨床研修制度の変遷】【医師臨床研修制度の変遷】
　インターン制以後の臨床研修制度は、1968 年から大学や臨床研修指定病院での研修が努力目標
となり、医局入局後いわゆる徒弟制度での研修が主体でした。これに対し 2004 年 4月から過度の
医療専門分化への反省を踏まえ「専門に関わらずまず患者を診察する能力をつける」という大命題
の下、入局前に 2年以上の臨床研修が義務化された新臨床研修制度が開始されました。これにより
研修医は多くの科をローテーションし基本的な診療能力を身につけることが求められています。こ
の制度にともない研修医の選択の幅は広がりましたが、多数の症例経験ができる都市への集中が進
み地域医療の衰退も問題となりました。

【病院の質の向上】【病院の質の向上】
　研修医に指導を行うために、指導医は医学
レベルの向上に加えロールモデルとして常に
より良い患者対応を行うことが求められます。

【持続可能な社会的貢献】【持続可能な社会的貢献】
　研修医は初期研修を受けた県に 80％以上が定
着します。古賀総合病院は臨床研修を通し宮崎
県の医師確保に貢献します。

研修の様子は、古賀総合病院

「KOGA BLOG」で覧になれます。

検索KOGA　BLOG

【研修の様子　採血練習】
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介護老人保健施設　春草苑

< 今後の研修予定 >< 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。
＊ 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）

基本方針基本方針

【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
・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 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 

関連施設関連施設

研修会等のご案内研修会等のご案内

理念理念

〒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
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