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一年前、2020 年が世界史に深く刻まれる年になる事をいったい誰が予期出来たでしょうか。新型
コロナウイルスが有形、無形に世界中に深い爪痕を残しました。外出や旅行の自粛、
online 授業や会議、
通信販売、料理の takeout など、人との接触制限が求められ、医療の現場でも電話再診や処方、
online 診療などの非接触型の外来診療が推奨されています。時間経過とともに新型コロナウイルス
感染症に対する国の対応は、初期の感染制御中心から、経済再開へと変化してきました。同心会の新
型コロナウイルス感染症防止対策も、感染症の拡大・縮小および国や県の警報などに応じて改変して
きました。新型コロナウイルス感染症対策において、仮に感染制御推進派と経済再開推進派の 2 派
があるとしたら、我々医療従事者は前者に属する集団ではないかと思います。決して経済活動の必要
性を否定するつもりではありませんが、最後まで感染制御を優先する立場にある職種だと思います。
「国に何をしてくれるのか望むのではなく、自分達に何が出来るか考えよう」とジョン・F・ケネディ
は言いました。メリハリを付けながら対応していきましょう。職員の皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当院の今年度の経営状況は大きな影響をうけました。「経
営とは顧客の創出である」これは経営学の父といわれるピーター・F・ドラッカーの言葉ですが、病
院運営にも通じる言葉だと思います。病院運営のためには患者さんに来ていただかねばなりません。
地域医療支援病院である当院が患者さんを増やすためには、紹介患者さんと救急患者さんの数を増や
す事が大事です。昨年、宮崎市郡医師会病院が新築移転されました。そして今年は、善仁会病院も新
しくされ、県立宮崎病院も新病院への移行が始まります。こうした中、如何に患者さんや地域の先生
方に古賀総合病院を選んでいただけるかが重要です。当院には患者さんや先生方にある程度認知いた
だいている診療科と、まだ周知度が不十分と思われる診療科があります。前者の診療科は、これまで
のブランディングを維持する傍ら、さらに磨きをかけていく必要があるでしょう。一方、後者の診療
科では機能分化による差別化を行うか、もしくは一人一人の患者さんにより質の高い医療を提供する
事で、患者さんや地域の先生方の新たな信頼を得る事が重要です。そして更に救急医療をしっかり担
う事は、患者さんや紹介元の先生方さらに救急隊の方々の信頼をより堅固にする事になります。
「The most important person in this hospital is the patient」という古賀孝初代理事長先生の言葉や、
「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
当会の理念こそ、まさにその原点です。
一年後、2021 年が世界史に新型コロナウイルス感染症が終息した年として刻まれる事を願う次第
です。
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古賀総合病院の皆様には平素より大変お世話になっております。とりわけ消化器内科、外科の先
生方には日々お世話になっており、厚く御礼申し上げます。
当院は内科、胃腸科を標榜し 2001 年 11 月に佐土原町東上那珂に開院しました。当地には縁もゆ
かりもなく、出身教室（宮崎大学 2 内科）の先輩もいないため、大変不安な中での開院でした。しかし、
佐土原医師会の先生方に温かく迎えられ、スタートすることができました。
その後、手術を要する胃がん、大腸がん、急性胆嚢炎等の患者さんが次々とみつかり、紹介先を
決める際、まず主役は患者さん本人なので、受診希望先を尋ねてみると、圧倒的に「古賀総合病院
にお願いします」との答えが返ってきました。地域の方々にこれほどまで信頼されている病院なの
だなと改めて認識いたしました。これも今まで貴院に従事されてきた、歴代の先生方、スタッフの
皆様の努力の賜物と思われました。
その後も、多くの患者さんを御高診、御加療いただいていますが、患者さんからの評価も変わら
ず極めて良好です。コロナ禍の中、患者さんや地域の医療機関からの信頼、高評価を維持継続する
ことは大変かと存じますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

診療科紹介

内科医長

呼吸器内科

小室 彰男

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。
昨年、呼吸器内科は常勤医一名による診療で、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かけしていましたが、
今年度は宮崎大学医学部附属病院より専攻医の北村医師が赴任し、
【左：小室 彰男医師、右：北村 彩医師】

現在 2 名で対応しています。

主な診療対象は、肺感染症（肺炎、肺膿瘍、膿胸、胸膜炎など）、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）、びまん性肺疾患、睡眠時無呼吸症候群、気胸、ニコチン依存症などです。現在、肺がんは
人員の関係もあり、当科で診断後、手術や化学療法などの専門的加療が必要な際は、がん診療連携拠
点病院へご紹介させていただいています。気管支鏡検査、睡眠時無呼吸症候群への終夜睡眠ポリグラ
フ検査や禁煙治療なども行っています。呼吸器疾患でお困りの際や、検査や禁煙治療をご希望の際は、
お気軽にご相談ください。
総合病院の呼吸器内科として、充実した医療をご提供出来るよう精進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。

診療科紹介

皮膚科

皮膚科部長

津守 伸一郎

古賀総合病院皮膚科は 2005 年６月に自分が赴任し新設されまし
た。2009 年４月から緒方副院長，2012 年４月からは帖佐医師が赴
任し、３人体制になりました。総合病院の皮膚科という立場で、地
域の先生方と連携をとりながら日々の診療を行っています。
アトピー性皮膚炎や薬疹など赤い発疹のでる疾患は、内服や外用
療法などが主体となります。しかし炎症性粉瘤や膿瘍などの切開や、

【左から：帖佐 医師、緒方 副院長、津守 医師】

陥入爪などの処置、皮膚腫瘍で局所麻酔での切除術を行うなどいわゆる外科的な治療は、痛みを伴い
患者さんも不安を感じることが多いかと思います。少しでもリラックスして治療を受けていただける
よう心がけて診療しています。
当科の外来は施設内の北棟１階にあり、診察室、処置室（外来手術室）
の北側の窓からは裏山と隣のお宅の広々としたお庭・畑が借景できます。
裏山の裾野にあるその庭には春には桜が咲き、秋には栗やいろいろな種類
のみかん、柿などがたわわに実ります。冬には椿が見事に咲いています。
また夏の裏山は緑がまばゆいばかりに目に飛び込んできて、心を和ませてくれます。不安を感じなが
ら診察室に入室されてきた患者さんがこの風景を見て、｢いい眺めですね」と言って下さいます。植え
てある花や果物の説明をしながら処置などを行うと患者さんも会話に乗ってくださり、少し安心して
処置をうけてくれるかと思います。古賀総合病院は郊外にあり交通はやや不便かと思いますが、郊外
なりの良さもあるかと考えながら診療しています。
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介護老人保健施設 春草苑

看護師長

宮永 由美

初春の候、平素より介護老人保健施設「春草苑」の運営にご理解・ご協力を賜り心よりお礼を申し
上げます。
新たな年の幕開けにも、昨年からの思いがけない新型コロナウイルス感染症の蔓延に、不安な思い
で過ごされている方も多いのではないでしょうか。今年の干支、丑年は「我慢（耐える）」「発展の前
触れ（芽が出る）」を表す年になるといわれています。新型コロナウイルス感染症により、まだまだ
耐え忍ぶ年になるのかと心中穏やかではいられませんが、地道でも少しずつ進むことで新たな発展へ
と繋がる年になることを願っています。
ここ春草苑においても感染の影響により、感染防止対策の生活様式へと変化していきました。利用
者の平均年齢は 87 歳で、90 歳を超える高齢の方が多く療養生活を送られています。高齢者は、体力
や免疫力の低下、肺や心臓・腎臓など多くの器官の機能の低下、さらに持病も抱えておられ、感染の
リスクは非常に高い状態にあります。マスク着用、手指衛生、定期的な換気に 3 密（密閉・密集・密
接）を避けるなどは必須ですが、「介護」の仕事は密着しなければ仕事ができません。必要な距離を
保つということが非常に難しい状況にある中、私達職員一人一人が感染防御態勢を整えて日々のケア
に努めていくことを常に心がけています。
療養棟（短期入所療養介護含む）では、80 名の入所者の方が療養生活を送っています。スタッフは、
看護師 10 名・介護福祉士 25 名・理学療法士 2 名・作業療法士 1 名、更に昨年 11 月より言語聴覚士
1 名が加わりました。高齢者の家庭復帰の支援と行事活動を行っており、具体的な内容として、生活
に基づいたリハビリテーション、比較的安定した病状の医療ケア、食事や入浴など生活の看護・介護
サービス、季節の移り変わりを感じていただけるレクリエーションやクラブ活動のサービスなどを
行っています。残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大きな行事は中止となっていま
すが、感染対策に努めながら毎朝のラジオ体操、声を出して言葉を並べる嚥下体操、さらに季節の歌
の合唱、クイズや記憶カードによる頭の体操は毎日の日課として継続しています。そのほか、職員が
創意工夫を加え入所者の方々の笑顔を引き出し、活力を上げ、お元気に過ごしていただく取り組みを
行なっています。
近年の社会現象では、感染症だけではなく、水害・台風・地震などの災害も各地で頻発し、高齢者
を取り巻く環境は厳しさを増しています。全ての職種の職員が力を合わせ、感染予防・災害対策に
細心の注意を払い、利用者の皆様が安全・安心・安楽に過ごしていただけるよう努めるとともに、地
域に根差した施設づくりを実現していきたいと思っております。
今後とも、皆様のご理解のもとご支援ご協力をよろしくお願いいたします。
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開催報告 糖尿病教育運営委員会 看護師長 川越 聖子

今年も病院玄関前に青いイルミネーションが点灯されました。青いツリーの天辺に『ブルーサーク
ル』が付いています。皆様は、このブルーサークルの意味をご存じでしょうか？ブルーは「国連」や
どこまでも続く「空」を、サークルは団結を表す「輪」を示しているそうです。また、11 月 14 日は
インスリンを発見したカナダのバンディング博士の誕生日であり、糖尿病治療の画期的な発見に敬意
を表し、この日を『世界糖尿病デー』として顕彰し、この日を中心に世界で糖尿病啓発キャンペーン
が開催されています。
当院では、4 年前から糖尿病週間行事を開催していますが、今年は新型コロナウイルス感染症防止
のため、規模を縮小して開催しました。期間は 11 月 16 日から 11 月 27 日までの 2 週間、テーマを
「With コロナで始まる糖尿病療養指導」としました。糖尿病療養指導士などが作成したポスター「コ
ロナ感染対策」「体調不良時の対応」「フットケア」「室内でできる運動」「食欲低下時のレシピ」を掲
示し、一部の資料は持ち帰り可能としました。前年までと異なる点は、相談コーナー・血糖測定コー
ナー・クイズウォークラリーを中止したことと、手が触れる機会の多いパンフレットは設置しなかっ
たことです。今年も好評で、患者さんや職員が立ち止まり掲示物を読んでくださっている姿をしばし
ば目にしました。
糖尿病週間行事は、糖尿病教育運営委員会が主催し、委員会は診療部・薬剤部・看護部・臨床検査
技術部・栄養管理部・リハビリテーション技術部の代表者で構成されています。実際の活動は、法人
内（古賀総合病院・古賀駅前クリニック・春草苑）の日本糖尿病療養指導士・宮崎地域糖尿病療養指
導士が担い、現在 40 名が資格取得しています。
「糖尿病教室」
「患者会イベント」
「研修会」の 3 グルー
プに分かれ活動しており、今年は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、当委員会主催の研修会
やイベントも中止となりました。患者会イベントについては、例年 7 月に「Ⅰ型糖尿病患者交流会」、
12 月に「はまゆう会レクリエーション」を開催してきました。患者さんを中心に、医師・コメディ
カルとの交流の場となり、参加者も少しずつ増えてきたところでしたのでとても残念です。
新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種ができるようになっても直ちに収束する見込
みはなく、上手に付き合い共存していくしかありません。中でも重症化しやすい糖尿病患者さんの命
を守るために、我々医療従事者は一丸となって、情報提供や適切な医療を提供していかなくてはなり
ません。感染対策を万全にし、身体的にも精神的にも健康に過ごすことが重要です。いつの日か、患
者さんを初め地域の方々を招いてのイベントや研修会を開催したいと思います。

Café

ベルエポックの紹介

院内カフェレストラン「Café ベルエポック」がオープンし、2020 年 11 月で 1 周年を迎えました。
宮崎市内にあるフランス料理店「シャトーレストラン

ベルエポック」の姉妹店で、「健康」「美容」

「癒し」をテーマに、生産者の顔が見える食材を中心に真心こめた手作りの料理を提供しています。
レストランの味が院内でも楽しめると職員にも大変好評です。
様々なメニューを取り揃えております。来院や近くにお越しの際は、是非ご利用ください。

MENU
朝食メニュー（ミネストローネスープとトースト等
低糖質メニュー（低糖質ステーキセット

550 円〜）

1,320 円）

ランチメニュー（日替わりランチ、チキン南蛮、パスタ等

660 円〜）

デザートメニュー（ハニーナッツケーキ、ガトーショコラ等

440 円〜）

ドリンクメニュー（コーヒー、ハーブティー、自家製レモネード等

【低糖質ステーキセット】

Take
out

【オムライス トマトソース】

【ベーコンと玉ねぎの
トマトソーススパゲッティ】

テイクアウトも可能です。ご家庭で、ベルエポックの味をお楽しみください。
詳細については、お気軽に Café ベルエポックまでお問合せください。

【お問合せ先】

Café
T

E

ベルエポック

L ：０９８５−３９−４３２２

営業時間：平日
場

330 円〜）

午前 9 時 00 分

所：古賀総合病院

1階

〜

午後 4 時 00 分

総合受付東側（セブンイレブン横）

理念

基本方針

研修会等のご案内
< 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）

関連施設
【フィオーレ KOG A 看護専門学校】
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2 丁目 2-10

西都

西都

延岡・日向

44

219

0985-38-8010

【介護老人保健施設

介護老人保健施設 春草苑

大野酒店

ハンズマン

TEL
北バ
イパ
ス

GS

春草苑】

0985-39-8899

FAX 0985-39-8978

【フィオーレ KOGA】

池内南交差点

〒880-0812 宮崎市高千穂通 2-7-14

セブン
イレブン

JR 蓮ヶ池駅

10

・古賀駅前クリニック (1F)
TEL

相生橋

ヤマダ
電器

平和台公園

ＪＲ
日豊
本線

夾竹園

0985-22-2111

FAX

0985-23-9598

・古賀駅前クリニック健診センター (2F)

紳士服の
フタタ

椨ノ木交差点

宮崎西 IC

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

・鍼伮院フィオーレ (1F)

山形屋
ストア

TEL

矢の先交差点

宮崎神宮
平和台大橋

0985-38-8020

〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1749-1

みたま園

古賀総合病院

FAX

10

古賀在宅ケアセンター

9

TEL

0985-22-8950

JR 宮崎神宮

【古賀在宅ケアセンター】

県立図書館

〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1763-3
大淀
川

総合
文化公園

・古賀訪問看護ステーション

10

TEL

0985-39-8127

・居宅介護支援事業所

宮崎公立大学

TEL

0985-39-9150

あおぞら

FAX 0985-39-9160
古賀ケアプランセンター
FAX 0985-39-9160

都城
宮崎大橋

フィオーレ
KOGA

10
県立宮崎病院
ボンベルタ橘

220
日南・青島

山形屋

フィオーレ KOGA
看護専門学校
JR 宮崎駅
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