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社会医療法人同心会　理事長　古賀 倫太郎
　　　

あいさつ　

新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の第３波が過ぎようとしていた先月、当院でも新型コロナ

ワクチン接種が始まり、私も同心会のトップバッターの一人として接種しました。思いのほか痛みは

ほとんどなく無事に済んでホッとしたと共に、今後来るであろう第４波に備え改めて気の引き締まる

思いです。ワクチン接種で気を緩めることなく、さらなる感染対策を講じた上で、引き続き地域の医療・

介護・福祉サービスに継続して貢献する所存です。今回の第３波に際して、当院では発熱を伴う患者

さんの受け入れのため、一般病床を減床し対応しました。そのため、入院患者さんの受け入れが追い

付かず、地域の先生方にはご不便、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんでした。また、ご理解、

ご協力いただきましたことを感謝申し上げます。

　さて、同心会は今年も多くの新入職員を迎えました。いつも入職式の際には、新入職員の皆さんに

同心会の理念についてお話しています。同心会の理念（Mission）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」です。これは、同心会の古賀総合病院

をはじめとする各事業所の存在意義でもあります。この理念の、特に「継続して」というところに、

私は意味があると思っています。この「継続して」という言葉には、今回のコロナ禍や 10 年前の東

日本大震災時、近年頻発する豪雨・台風災害などの自然災害発生時でも「平時と同様に」という

Business Continuity Planning (BCP: 事業継続計画 ) としての意味合いや、「常に一定の品質を担保し

たサービスを職員全員で」という、Total Qality Management(TQM：総合的品質管理 ) としての意味

合いが含まれているからです。そして、その理念を成就するために、同心会職員に共有していただき

たい価値観として、４つの Core value を掲げていることをお話しています。それは「自主自律」「改

善志向・向上心」「調和と協働」「思いやり」です。この４つの価値観を常に一人一人職員の道標にし

て職務を全うして欲しいと思います。

　今回のコロナ禍では、幸いなことに同心会職員の誰一人として感染することなく、多少の制限はあっ

たものの継続して医療・介護・福祉サービスを提供することが出来ました。これは職員皆さんが刻々

と変化する情勢の中で、様々な情報に振り回されず自らを律し自主的に考え行動した結果です。感染

対策や医療提供体制が、今日よりも明日、現在よりも未来が良くなるよう多職種の専門家がともに力

を合わせて働き、精神的に追い詰められてもお互いを思いやり、尊重しながら職務を遂行してくれた

お陰だと思います。そんな同心会職員を誇りに思うとともに心より感謝したいと思います。新型コロ

ナウイルス感染症の終息は未だ見えませんが、再び当たり前の日常が過ごせる日が来るよう、今は粛々

とひたむきに目の前の患者さんと向き合っていただきたいと思います。ご協力の程、よろしくお願い

いたします。



　当院は 1963 年 5 月に宮崎市橘通に 20 床の精神科病院として開院し、同年 11 月に現在地の宮崎

市芳士に移設しました。

　1997 年には新病棟が開設。現在、認知症治療病棟 40 床、精神科急性期治療病棟 46 床、精神療養

病棟 100 床（閉鎖 40 床、開放 60 床）の計 186 の病床を有し、入院治療以外では精神科デイケアと

訪問看護を実施しております。緑の芝生と青い空が眺められる中庭は入院患者さまの憩いの場でも

あります。

　日頃より古賀総合病院の医師、スタッフの皆様には精神科単科の当院で、対応が困難な身体疾患

を有する患者様の相談、診療に対応していただき感謝いたします。

　当院では、2012 年 9 月より導入したアルコールリハビリテーションプログラム（以下、ARP）が

精神科医療機関や一般病院、行政機関などに周知され、これまでアルコール依存症治療にも対応し

てまいりました。ARP の入院定員枠は 5 名と限られておりますが、医師を始めとする急性期治療病

棟の多職種でプログラムの実施に取り組んでおります。

　今後も精神科専門病院として地域の皆様に信頼される

医療を目指してまいりたいと思います。当院のシンボル

ツリーであります玄関前の桜が少しずつ咲き始めました。

コロナ禍で今年のお花見も自粛の様相ですが、毎年、開花

を楽しみにしていらっしゃる患者様と満開を迎える桜

を楽しみたいと思います。

地域医療支援病院 ( 登録医 ) 紹介

院長　井上 雅文　先生

医療法人　清芳会　井上病院
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宮崎県宮崎市大字芳士 80 番地
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循環器内科専攻医　島津 久遵 先生　

新任医師紹介

古賀総合病院で初期研修を終え、
今年度から内科専攻医として働くこ
とになりました。まだまだ未熟です
が少しでも地域に貢献できるよう
に頑張っていきますので、よろしく
お願いいたします。

4月から古賀総合病院循環器内
科で働かせていただくことにな
りました。宮崎出身で、少しでも
地域に貢献できるように日々精
進してまいります。よろしくお願
いします。

循環器内科専攻医 島津久遵先生

4月より内分泌代謝内科専攻医
として勤務します、鍋倉です。医
師5年目になります。未熟ではあ
りますが、患者さんに寄り添った
医療を目指して日々努力してい
きたいと思います。よろしくお願
いいたします。

4月から循環器内科に赴任いたし
ました。循環器内科の中で、心臓
カテーテル検査やカテーテル治
療を専門分野としています。微力
ではありますが、皆様のお役に立
てるように精一杯頑張ります。どう
かよろしくお願いいたします。

4月から産婦人科でお世話になりま
す。2007年に専攻医として1年間古
賀に在籍しており、再びスタッフの
皆さんと仕事ができることを楽しみ
にしております。産婦人科および新
生児専門医として、古賀総合病院や
地域の皆様のお役に立つよう精進
を重ね職務に邁進する所存です。

4月から腎臓内科に赴任しました
医師4年目の黒田彩加と申します。
熊本県出身で、大学から宮崎で過
ごしてきました。まだまだ未熟で
すが、腎臓内科医として地域に貢
献できるように頑張りたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

医師4年目の中村といいます。内
科学の中でも特に内分泌・代謝・
糖尿病範囲に興味があり、日々勉
強をさせていただいています。生
まれも育ちも宮崎で、大学在学時
は軽音楽部でドラムを叩いていま
した。気軽に話かけていただけま
すと嬉しいです。

4月から血液内科でお世
話になります。10年以上宮崎
大学で勤務していました。新しい環
境で日々刺激を受けつつ過ごして
います。少しでも宮崎の血液患者
さんの力となれるよう努めてまい
ります。よろしくお願いいたします。

循環器内科　平野 秀治 先生

内分泌内科専攻医　鍋倉 弘樹 先生 内分泌内科専攻医　中村 孝之 先生

腎臓内科専攻医　黒田 彩加 先生

産婦人科 　大橋 昌尚 先生消化器内科専攻医　柴田 麻珠子 先生

血液内科　関根 雅明 先生

外科　黒木 直美 先生
かかりつけの患者さん、ご紹介いた
だいている先生方、いつもありがとう
ございます。6年間古賀総合病院で
外科を一から教わり、その後2018年
4月から3年間がん研究会有明病院 
肝胆膵外科で勉強しました。4月から
また古賀で勤務します。3年間で学ん
だことを活かせればと思います。

外外外外外
2年前まで古賀総合病院の外科
で外科医として育てていただきま
した。地域のかかりつけ医として2
年間働いてきましたが、今回縁あ
って、またお世話になることにな
りました。よろしくお願いします。
働きます！

外科　菅瀬 隆信 先生
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4月より精神科で働かせていただく
ことになりました。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。

小林市出身の上別府です。泌尿器
科全般を診療しています。特に排
尿疾患や女性泌尿器の分野に力
を入れています。頻尿、失禁等でお
困りの方は気軽に相談してくださ
い。地域の皆様に寄り添い、自主自
律の精神で日々精進します。

4月から精神科に着任しました。宮
崎市出身です。中学、高校時代の
部活動で池内町付近もランニング
コースであり、通勤時に同じ道路
を車で通る時、その頃を思い出し
ます。初心に戻り、臨床、教育、研究
と努めてまいります。よろしくお願
いいたします。

4月からお世話になります。宮崎大
学を卒業し、今年から研修医1年目
です。働く事がとても楽しみでワク
ワクしています。多くの事を経験し、
学びたいです。よろしくお願いいた
します。

4月からこちらで初期研修医とし
てお世話になります、山下です。延
岡市出身で、大学時代はボート部
に入っておりました。ご迷惑をか
けることも多々あると思いますが、
目の前の患者さんのために精一
杯頑張ります。ご指導よろしくお願
いいたします。

初期研修医1年 　籔田 佳帆 先生
4月から初期研修医としてお世話に
なります籔田と申します。出身は広
島県、宮崎大学卒業です。挨拶を初
めとした礼節を重んじて、日々精進
していきたいと思っております。2年
間ご指導のほどよろしくお願いい
たします。

泌尿器科　上別府 豊治 先生

初期研修医1年　山下 遥大 先生 

初期研修医1年　小川 梨穂 先生

精神科　直野 久雄 先生 精神科　宮城 隆雅 先生

杯頑張ります。ご指導よろしくお願杯頑張ります。ご指導よろしくお願
いいたします。いいたします。

たします。たします。

【2021年3月末 退職医師】
・南口 尚紀　・武内 正紀（4/1より非常勤勤務）　・村上 陽亮　・冨田 俊介　・北村 彩　・古郷 博紀　
・長友 雄麻　・堀口 みなみ　・小川　宗一郎

【2020年度 臨床研修修了者】
・今平 海斗　・坂本 遊　・長友 達寛

医局紹介　～ 定年のお祝い ～

新任医師紹介

　外科の指宿医師、谷口医師、北條医師が定年を迎えました。長きに
わたって尽力してきた先生方へ、感謝の気持ちをこめて、同僚の先生
や職員達から、サプライズでお花をプレゼントしました。
　　　　　　　　　　　　お祝いの言葉や、お花を受け取った先生方
　　　　　　　　　　　　   は、笑みを浮かべて、大変心温まる光景でし
　　　　　　　　　　　　   た。指宿医師、谷口医師、北條医師の3名は、
　　　　　　　　　　　　   　4月以降も古賀総合病院で診療を続けます。今後ともよろしくお願いいたします。



2020 年度地域医療連携機関における「連携」に関するアンケート

地域医療連携室師長　川崎 美代子

　ご意見・ご要望では、「土・日曜・祝日の受入が難しい」との意見や、土曜日に診療を行っている一
部地域の先生方からは、土曜日の日宿直に古賀総合病院の消化器外科の医師が勤務していること
は「とても心強い」というお言葉をいただいています。
　今後も当院は、地域医療支援病院として地域の先生方との連携を円滑に出来るよう、紹介患者
さんに対する医療の提供や、救急医療の実施など、体制の強化を目指してまいります。
　アンケートヘのご協力ありがとうございました。

　当院では地域の先生方との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
ト調査を行っております。
　2021 年1月に登録医200 施設、非登録医219 施設を対象に調査を行いましたのでご報告いたし
ます。
　紹介しやすい病院であるかとの問いでは、登録医、非登録医ともに約80％以上が「非常にしや
すい」「しやすい」を選択していただき、総合的評価では登録医では約95%、非登録医では約85％
が「非常に満足」「満足」との返答をいただきました。また、選択の理由としては80％の病院が「医
師の専門性」を重視されていることが分かりました。
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卒業証書授与式・入学式の報告

フィオーレKOGA看護専門学校　副校長　荒木 友子

　今般の新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大が看護教育環境にもたらした影響（授業形態、
学生間の交流、アルバイト、学生を支える家庭の経済状況、日常生活様式など）は大きく、その為に
分散登校し対面授業をより多く、また教員と学生のコミュニケーションを密にとり、心のケアにも努
めてまいりました。このような環境下でも、3年生の臨地実習は各医療施設のご協力もあり、当初の
計画の3分の2は病院での実習を行うことが出来ました。臨地実習での学びはとても大きく、学生
の成長に驚きました。実習生を受け入れていただきました、各施設の皆様に深く感謝申し上げます。
　2021年3月12日（金）、第2回卒業証書授与式を開催いたしました。この日、本校を巣立った第2期
生は45名で、入学時と比べ卒業生の自信溢れる表情に個々の成長を実感し、感慨深い想いで見守
らせていただきました。
　また、卒業生全員が看護師国家試験に合格し、二重に嬉しい春を迎えることができました。４月
から看護師としての第一歩を踏み出した卒業生たちが、本校で身につけた知識と技術、 実習先で
実際に患者さんと接し感じた「看護に大切なこと」を忘れずに、地域医療に貢献することを願って
います。
そして、2021年4月6日（火）には第5回入学式が執り行われ、看護の道を目指して第5期生が入

学いたしました。コロナ禍の今、自らを危険にさらしながらも、献身的に働く看護師の姿に、改めて
社会貢献の大きさを感ぜずにはいられません。今こそ、医療に
おいて看護師の仕事は重要な時代だと思います。教職員一同、
力を合わせ大事に育てていきたいと思います。本校に関わって
いただく学生のご家族の皆様、講師の皆様、実習生を受け入れ
ていただいている各医療施設の皆様、どうか今後とも学校運営
にご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

就職
（医療機関）

宮崎市 28名
日向市 3名

日南市 3名
国富町 1名
宮崎県外 9名

進学（助産別科） 1名

【古賀 和美 校長】

【第2期生（卒業生）集合写真】 【主な進路状況】
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古賀在宅ケアセンター
介護老人保健施設　春草苑

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

地域医療連携室からのご案内地域医療連携室からのご案内

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

2021 年 4 月発行発行元：古賀総合病院　総務課

＜お知らせ＞
◎ 泌尿器科は予約制です。患者さんから病院あてにお気軽にご連絡ください。（※）
　 古賀総合病院代表：0985-39-8888
◎ 内分泌代謝内科は予約制です。患者さんから内科外来あてにお気軽にご連絡ください。（※）
　 内科外来直通：0985-39-0412　受付時間：平日 14時00分 ～ 17時00分
※ 急患に関してはこの限りではありません。

＜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。
＊ お問合せ：地域医療連携室までご連絡ください（電話・FAX・メールいずれも可）
＊ 地域医療連携室直通：0985-39-8952　FAX：0985-39-0372　Email：kgh-renkei@kgh.or.jp
＊ 受付時間：平日 8時30分 ～ 17時00分




