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あいさつ
古賀総合病院 副院長 久永 修一
腎センター長
兼 内科部長
昨年10月より古賀総合病院副院長に就任した腎臓内科の久永です。ほとんど当院の腎センターにこも
っていますので、お目にかかる機会があまりありませんので、
自己紹介も兼ねて腎センターのご紹介をさ
せていただきます。
当院の腎臓内科（人工透析）
との関わりは、非常に古く1980年にまで遡ります（図参照）。駅前にあった
古賀病院の3階で始まり、その後新館（8階建て）の8階に移りました。ゼロからの出発でしたのでさぞ大変
だったと考えます。私が古賀の透析室にお世話になったのは1985年以降のことで、外来透析の当番医と
して時々外勤をしていました。1994年6月に古賀総合病院の常勤となりましたが、在任中の同年9月に現
在の池内町に古賀総合病院が移転しました。透析部門は、外来透析患者は駅前の古賀病院に残り、古賀
総合病院（池内）
では、5階（現在の中央棟）に透析室（10床）を作っていただき、主に入院透析（導入、合併
症治療）を行っていました（腎臓内科は二人でしたので、池内と駅前にそれぞれ一人勤務となり、大変だっ
たことを覚えています）。私自身は、1995年4月には、大学へ異動となりましたが、その後も数年間古賀総
合病院透析室に外勤を継続していました。2000年4月に現在の腎センターができ、駅前の古賀病院の透
析室も池内へ移動となり、現在の体制（2階に腎外来、腎手術室を備え、3階に透析室、4階に病棟あり、透
析室は56台のコンソールあり）に移行しました。当センターの特徴は、外来〜透析〜入院すべてがセンタ
ー内で済み、スタッフも腎臓病をよく理解していることです。透析導入患者数も年々増加傾向で、昨年は
82人でした（当院透析室開設後総計1481人）。
また、手術室もセンター内にあり、緊急の手術などにも対
応可能で機動性に富んでいます。昨年はシャント関連手術+PTA（主にエコー下で腎手術室で施行）で
300例以上と非常に症例数が多くなっています。腎センター開設後の2000年6月に、私は腎臓内科部長と
して当院へ再度着任しました。その後は、山あり谷ありでしたが、あっという間に20年以上が経過し、現在
に至ります。
こうやって振り返ると、古賀の透析室との関わりは非常に深く、そのおかげで現在があると考
え、副院長に就かせていただきました。
これまで多くの患者さんをご紹介いただいた先生方に十分なお
礼やお返事ができていないことがあるかもしれません。
この場を借りて深く御礼申し上げます。
また、透析
室および腎センター運営に関わっていただ
いた腎グループの先生方、
スタッフの方々に
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【図：維持透析導入患者数の推移】
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登録医のご紹介

医療法人社団 友愛会

上原内科

〒880-0824
宮崎県宮崎市大島町国草 126-3
TEL：0985-28-8585

FAX：0985-38-7251

「 感

院長

上原 大輔

先生

謝 」
師長

三輪 智子

日頃より透析患者さまのシャント閉塞や急変時対応などを受け入れていただき心より感謝して
います。
当院は大島通線添いに1988年に開院し、一般内科・循環器内科として外来診療を行なうととも
に、人工透析を行なっています。
当院の透析は１階16床、２階9床、追加で今年は新型コロナウイルス対策として隔離病床を
1床作り、計26床となりました。患者さまには定期的な全身CT検査や、超音波専門の先生にお越し
いただいてのシャントエコー・心エコーなどで全身管理を行なっています。通院が困難な方には
病院車での送迎サービスもあります。
透析患者さまの昼食は当院の管理栄養士、厨房スタッフが季節の行事やリクエスト食をメニュ
ーに取り入れ、透析通院が少しでも快適になるよう取り組んでいます。その他、健康相談・介護保
険制度・介護サービスなどの相談にも応じています。
現在、新型コロナウイルス感染症のため、古賀総合病院様も大変なことと存じます。当院もPCR
検査や抗原検査・ワクチン接種など、微力ではありますが地域医療へ貢献するため日々努めてい
ます。
古賀総合病院様と連携させていただくことで、当院の外来患者さま・透析患者さまを安心して
診療することができており、心より感謝申し上げます。今後とも宜しくお願いいたします。

診療科紹介

泌尿器科

泌尿器科部長

上別府 豊治

〜 当科の紹介 〜

〜 初診予約について 〜

①前立腺や膀胱などの悪性腫瘍の診断・治療
②排尿障害・尿管結石などの良性疾患
③女性特有の疾患である尿失禁や骨盤臓器脱(臓器下垂)
に力を入れています

泌尿器科の初診外来は予約制です。下記に
お気軽にお電話ください。
古賀総合病院(代)0985-39-8888

・尿失禁や骨盤臓器脱の症状は、生活の質（QOL）
を低下させること
が問題となります。治療を行い生活の困きゅうを改善します。
・悪性腫瘍の治療に関しては、経尿道的な内視鏡手術に加え、腎臓
や尿管に対して全摘術を行っています。宮崎大学医学部附属病院
と連携をしています。
●手術治療・・・3D内視鏡装置を用いて侵襲の少ない体腔鏡手術を
積極的に行っています。
●悪性腫瘍・・・放射線治療や抗がん剤治療に関しては相談の上、外
来や入院で治療を行っています。
●尿路結石・・・近年更新された体外衝撃波結石破砕装置を用いて、
外来通院での治療を行っています。(右下写真）

〜 外来診療 〜（2021年6月1日現在）
◎初診紹介 ○予約再診

午前

月
◎○

火
◎○

午後

手術

手術

水
◎○
特殊
外来

木
◎○

金
◎○

手術

手術

<外来で可能な検査>
超音波検査 ・ 尿流測定(フロースカイ)
尿路造影検査 ・ 軟性尿道膀胱鏡
CT・MRI・各種RI検査

〜 新たに始めた治療について 〜
１．過活動膀胱に対するボトックス療法
頻尿・尿漏れ・尿意切迫感を主な症状とした過活動膀胱の新たな治療です。
行動療法や薬による治療で十分な効果が得られない場合に適応となったボト
ックス治療を行なっています。
この治療は、ボツリヌス菌がつくる天然のタンパ
ク質(A型ボツリヌス毒素)から作られた薬を、膀胱内に直接注射する治療法で
す。膀胱の異常な収縮を抑制し、頻尿の症状を和らげます。麻酔下に行ないま
すので、痛みはありません。数日間の入院が必要です。
<体外衝撃波結石破砕装置>

２．前立腺癌放射線治療前の直腸障害低減を目的としたハイドロゲル挿入療法
前立腺癌の放射線治療は5〜65%に直腸障害が発生するとされています。ハ
イドロゲル挿入療法は、前立腺と直腸の間にハイドロゲル（製品名：SpaceOAR
システム）を挿入することにより物理的に前立腺と直腸を離すことによって、直
腸への放射線治療の線量を低減させ、放射線治療の直腸障害を減らすことが
目的です。麻酔下に挿入するため入院での治療です。
３．女性特有の尿失禁や臓器脱に対する治療
女性の骨盤の底には、子どもを生むために産道という大きな穴が空いてい
ます。
この穴をふさぐようにして骨盤底筋群という筋肉がハンモック状に張られ
ていて、骨盤内の臓器（膀胱、子宮、直腸）が落ちないように支えています。
出産や加齢によって骨盤底筋群が緩むと、尿や便が漏れ（排尿・排便障害）、
さらに、支えを失った骨盤内臓器が産道、つまり膣をめがけて落ちてくることが
あります。
これが子宮脱などの骨盤臓器脱（性器脱）
です。

<膀胱ボトックス療法>

前立腺

<頻度>経膣分娩を経験した女性の約3割程度
<検査>超音波検査(残尿測定)、台上診察、検尿、膀胱造影検査を外来で行います。
<治療>骨盤底筋体操・薬物療法などの保存的治療、手術（尿道スリング手術・腹腔鏡
下仙骨腟固定術）などがあります。
部長

上別府

医長

三宅

直腸

<ハイドロゲル挿入療法>

豊治（かみべっぷ とよはる）

小林市出身です。声が大きいと言われます。趣味は子供とするソフトテニスと野球観戦(阪神タイガース)です。

那央（みやけ なお)

宮崎市出身です。趣味は水泳と野球観戦(読売巨人ファン)です。
よろしくお願いします。

診療科紹介

整形外科

医長

石原 善三郎

平素より地域医療支援病院の先生方には大変お世話になっており、
誠にありがとうございます。
2014年１月に古賀総合病院に赴任し、７年半が経ちました。当初は可能な
範囲で骨折などの外傷疾患の手術を行っていましたが、一人体制および麻酔
科医不在のため対応可能な症例が限定されることから、現在は血管外科と協
同で下肢切断術やばね指など一人で実施可能な低侵襲手術のみ行っています。
先生方にはご不便をおかけいたしますが、
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
手術を行わない代わりに、変性疾患（変形性関節症や脊柱管狭窄症など）の発症・悪化予防や転倒・
骨折予防といったロコモ・骨粗鬆症対策に力を入れています。超高齢社会となった現代では転倒・骨折
、関節疾患が要介護となる原因の約25％を占め、特に高齢者の大腿骨近位部骨折については生命予
後にも影響し、対策は喫緊の課題となっています。
当科では「転倒しない身体づくり、転んでも折れない骨づくり」を目指し、外来での運動指導やリハビ
リテーション、骨粗鬆症の早期発見・積極的治療に力を注ぎ、健康寿命延伸と医療費・介護費抑制に貢
献していきたいと思っています。
当科外来には「骨粗鬆症マネージャー」の資格を取得した看護師がいます。骨粗鬆症に対する教育
や自己注射の指導だけでなく、医師には話しづらい治療に関する悩みの相談にも対応するなど、骨粗
鬆症診療において欠かせない存在で患者さんからの信頼も厚く、大変心強く思っています。新入職の
看護師も熱心に学んでおり、頼もしい限りです。
急性期医療を担う総合病院の整形外科としては物足りないかもしれませんが、
「ロコモ・骨粗鬆症診
療については県内屈指」
と言われるように、患者さんから信頼される存在になれるように、努力・精進し
てまいります。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

〜外来診療予定表〜
【古賀総合病院】

午前

◎・
・
・初診紹介 〇・
・
・再診

⽉

⽕

◎〇

◎〇

初診受付：午前8時30分〜11時30分
再診受付：午前7時30分〜11時30分

⽔

⽊

⾦
いつでもお気軽に

◎〇
※受付終了30分前までにご来院ください

ご相談ください。

午後と水・金は予約患者さんや入院患者さんおよびスポーツをされている学生
さんの診療を行っています。
紹介患者さんには可能な限り対応いたしますので、地域医療連携室へご連絡く
ださい。

【古賀駅前クリニック】

⽉
午後

◎・
・
・初診紹介 〇・
・
・再診

⽕

⽔
◎〇

初診受付：午後1時00分〜4時00分(予約制）
再診受付：午前2時00分〜4時30分

⽊

⾦
◎〇
【石原先生と外来看護師】
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「第 10 回 ICLS 古賀総合病院コース」開催

外科医長 黒木 直美

当院では日本救急医学会認定の心肺蘇生トレーニングコース「ICLS古賀総合病院コース」
を、医師や看護師など医療従事者を対象として、2013年より行っています。
コロナ渦で1年以上
開催できていませんでしたが、今回新型コロナウイルス感染対策を万全にし、2021年4月24日
に第10回のコースを開催いたしました。
今回は内科医1名と研修医5名の計6名の受講生、8名のインストラクター＆スタッフで開催
しました。午前中にBLS(意識の確認から心停止の確認、バックバルブマスクによる換気、胸骨
圧迫、AEDの使用)、除細動器のトレーニング、挿管練習、午後にはALS(チーム蘇生)として、心室
細動Vf/心室頻拍VTの蘇生、無脈性電気活動PEA/心静止asystoleの蘇生、ロールプレイ (1人1
シナリオずつを割振ります)を行いました。1日かけての心肺蘇生トレーニングコースです。
受講生は非常に積極的で、
コースが進むにつれ、
まとまった一つのチームとなっていました
。
コース終了後の受講生満足度は非常に高いものでした。
心肺蘇生の質の向上は診療のレベルを上げ、患者さんの救命に直結します。今後も継続し
て
「ICLS古賀総合病院コース」
を開催し、診療レべル向上に努めていきたいと思います。

【挿管練習】

【ロールプレイ①】

【ロールプレイ②】

救急医療功労者厚生労働大臣賞の受賞について
当会会長の古賀和美が「救急医療功労者厚生労働大臣表彰」を受賞しました。
表彰は、厚生労働大臣が都道府県知事の推薦のもと、長年にわたり地域の救急医療の確保、
救急医療対策の推進に貢献した個人や医療機関などの団体の功績をたたえるものです。
令和2年度「救急医療功労者厚生労働大臣表彰」の受賞者は、全国で個
人23名と15団体、が選ばれました。残念ながら、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から表彰式は中止となりましたが、栄えある授賞を賜り、
大変名誉に思うと共に、地域の先生方に深く感謝申し上げます。
今後も地域の先生方のニーズに応えられるよう、救急医療体制の充実を
図ってまいります。

関連施設紹介

古賀訪問看護ステーション あおぞら

師長 久保 孝子

古賀訪問看護ステーションあおぞらは、平成8年に開設
しました。
現在、看護師17名とリハビリスタッフ8名のスタッフで
193名の利用宅を訪問しています。
訪問地域は、宮崎市、国富町、西都市、新富町を範囲と
しています。範囲が広く車で最長30分かけて訪問すること
もあり、
スタッフ1人が1日に4件程度訪問しています。
「あおぞら」
では、住み慣れた地域や自宅で、利用される方々が安心して生活できるように支
援をしていきたいと思っています。利用される方の思いに寄り添えるように「自宅でどのような
生活が送りたいか、
どんなことができるようになれるか」
という視点を常に持ち、看護師やリハ
ビリスタッフが互いに協力して訪問看護を行っています。
終末期の方の訪問も行っており、昨年度は年間25名の方を在宅でお看取りさせていただき
ました。新型コロナウイルス感染症の影響で、病院や施設では面会制限があるため、在宅療養
を選択される方が多くなってきています。在宅では、
ご家族でゆっくり過ごせるように、
また県
外の家族が帰省しても面会できるように訪問スタッフが感染防止対策を徹底した上で、支援
を行っています。
訪問看護は、医療依存度が高い方はもちろん、通院が可能な方も利用できます。
「退院が決
まったけど、一人暮らしで大丈夫だろうか」、
「最近、受診日を忘れることや残薬が増えているけ
れど自宅ではどのように暮らしているのだろうか」など気になることがあれば訪問看護にご相
談ください。
自宅での生活状況や体調面を報告させていただきます。
訪問看護を利用して体調が軽快すれば、利用を終了する事も可能です。ぜひ、お気軽に訪
問看護をご活用ください。

古賀訪問看護ステーション あおぞら
〒880-0041
宮崎市池内町数太木 1763-3
TEL.0985-39-8127
FAX.0985-39-9160

理念

基本方針

地域医療連携室からのご案内
＜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。
＊ 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

＜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。

関連施設
【フィオーレ KOG A 看護専門学校】

西都

西都

延岡・日向

44

219

古賀在宅ケアセンター
介護老人保健施設 春草苑

大野酒店

10

TEL

0985-38-8010

【介護老人保健施設

みたま園
ハンズマン

古賀総合病院

TEL

池内南交差点

0985-38-8020

春草苑】

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

セブン
イレブン

JR 蓮ヶ池駅

10

相生橋

夾竹園
ヤマダ
電器

平和台公園

ＪＲ
日豊
本線

宮崎西 IC

・古賀駅前クリニック (1F)
TEL

紳士服の
フタタ

椨ノ木交差点

0985-22-2111

FAX

TEL

0985-22-2112

FAX

宮崎神宮

JR 宮崎神宮

県立図書館

・メディカルフィットネスフィオーレ (3F)
0985-22-2113

FAX

TEL

0985-22-8950

〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1763-3

大淀
川

10

・古賀訪問看護ステーション
TEL

宮崎公立大学

0985-39-8127

・居宅介護支援事業所
TEL

都城

フィオーレ
KOGA
県立宮崎病院
ボンベルタ橘

220
日南・青島

0985-22-2791

【古賀在宅ケアセンター】

総合
文化公園

10

0985-32-0317

・鍼伮院フィオーレ (1F)

矢の先交差点

宮崎大橋

0985-23-9598

・古賀駅前クリニック健診センター (2F)

TEL
山形屋
ストア

平和台大橋

FAX

〒880-0041 宮崎市池内町数太木 1749-1

北バ
イパ
ス

GS

9

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2 丁目 2-10

山形屋

フィオーレ KOGA
看護専門学校
JR 宮崎駅

0985-39-9150
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