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古賀総合病院　副院長　木原 康
放射線科部長

　　　

あいさつ　

　オリンピック史上初めての開催延期となった東京オリンピック2020ですが、一年延期された今年の開催
まであやぶまれた状況を経て、大部分無観客ながらなんとか無事開催され予定の日程を催すことができま
した。 大会が始まってみれば、日本人のメダルラッシュに沸いた16日間で、健闘した選手たちの笑顔や涙に
うれしくなったものでした。
　しかし、ご存じのごとくその間に新型コロナウイルス感染症はデルタ株が増えたこともあり、凄まじい勢
いで感染者数が増えました。高齢者のワクチン接種が進み重症化率は下がったようですが、感染者数がか
つてないほど多いため医療の逼迫が現実のものになりつつあります。
　当院では新型コロナに対する感染対策を昨年に引き続き重要課題として取り組んでいます。新型コロナ
感染者は妊婦さんや透析患者さんを中心に引き受けています。このため、病床が一部使えなくなり入院患
者さんの引き受けについて地域の先生方にご迷惑をおかけしたかもしれません。現状をご理解いただき
ますようお願いいたします。
　感染対策としては、在院中常時マスクの着用、手洗い励行、会食・会議の制限、県外移動の自粛、毎日の体
調管理など全職員で行っており、患者さんおよびご家族には立ち入り制限や面会制限などをお願いしてい
ます。
　当院では、発熱などを主症状とする患者さんの受け皿として昨年より発熱外来を設け、院外に新たなプ
レハブ施設で発熱患者の診察を行っています。これによりできるだけ通常の患者さんと発熱の症状を持つ
患者さんが接触しないようにしています。
　今年に入り新型コロナの検査のためにPCR検査装置2台、NEAR法の検査装置1台を購入し、院内で早期
に新型コロナの検査ができるような対策を進めています。NEAR法は感度ではPCR法に劣るものの迅速に
結果が判明しいつでも検査可能という利点があります。（PCR検査は原則1日1回です。）新型コロナウイルス
感染の診断は基本的にはPCR検査で判定しますが、新型コロナウイルスに感染した可能性は低いが、念の
ための検査が必要という場合はNEAR法の対象になります。
　新型コロナワクチン接種に関しては3月以降順次職員に対して接種を行い、大部分の職員の接種が終了
しています。5月からは病院にかかりつけの患者さんに対するワクチンの個別接種を始め、6月以降は宮崎
市の個別接種や職域接種も開始しています。また、宮崎市の集団接種にも医師、看護師などの職員を派遣
しています。
　このように同心会では、新型コロナ対策を感染対策のメンバーを中心に職員一丸となって取り組んでい
ます。新型コロナ感染との戦いはなかなか終わりの見えない戦いで、まだまだ先は長いのかもしれません。
皆様方のご協力のもとに、これからも新型コロナに対応していきたいと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
　一昨年まで毎年開催されていた地域連携協力病院懇談会は、新型コロナ感染の拡大のため昨年に続い
て今年も開催することができませんでした。せっかくの懇談の機会がなくなるのは残念ですが、現状では仕
方がないようです。この代わりというわけではありませんが、今年も各科診療案内を作成しました。各科の
状況や特色などが記載してありますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
　最後に皆様方におかれましても健康にお気を付けください。今後も当院の運営にご協力をよろしくお願
いいたします。



登録医のご紹介

院長　中山　健  先生
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〒880-0032
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　今回は老骨の登場で恐縮です。
  私は1967年に鹿児島大学を卒業しましたが、当時医局は泌尿器科・皮膚科が分離しておらず県
立、市立などの関連病院も同様でしたので二足草鞋の研修でした。加えて透析も行っており「洗
濯板にセロファンの膜貼り」には手古摺りました。
　その後在所の当地に帰り、1979年に県立宮崎病院を辞して現在地に有床診療所を開設しま
した。以来「困ったときの、、、」で貴院にご助力を乞うことが多く当院を無床化してからは尚更増
えましたが、その都度迅速な受け入れと手当をして頂き患者さん共々感謝の至りです。これも二
代目理事長古賀和美先生の掲げられた基本方針故と拝察いたします。
　貴院とのご縁は私的には更に古く私自身が小学生のころ広島通りの病院で、祖母も晩年駅前
の病院でお世話になり、初代理事長孝先生のご恩は忘れません。
　世はまさに超高齢化社会の到来であり、充実した地域医療提供体制の再構築が急がれます。
貴院が三代目理事長倫太郎先生のリーダーシップのもと、当地の中核病院の一つとしてその機
能を存分に発揮されることを祈念して止みません。私も微力ながら身内と共に今暫く現状を維
持する所存ですので、引き続きのご高配をお願いする次第です。

　　　       

　　　　  

　　

診　療　科　目

泌尿器科・皮膚科 ・腎臓内科・人工透析
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診療科紹介　耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科　医師　永井 知幸

　めまいを伴う内耳疾患は、突発性難聴、メニエール病、前庭神経炎、良
性発作性頭位めまい、持続性知覚性姿勢誘発めまい、前庭性片頭痛、外
リンパ瘻などです。外リンパ瘻は、外リンパが内耳から中耳に漏出する疾
患で、手術（内耳窓閉鎖術）が極めて有効です。漏出部位は、鐙骨底板が
ある卵円窓あるいは薄い膜の正円窓で、その両方の場合もあります。
   最近、耳掃除の習慣に関連しためまいが報告されています。耳掃除の方法とめまいの関係は分かって
いません。正常の骨部外耳道の皮膚は平らで、耳垢がなく、耳掃除の必要がありません。ところが、外リン
パ瘻の患者さんの中に不適切な耳掃除を行っている人がいます（図）。その特徴は、骨部外耳道深部に
付着する耳垢（←）と、骨部外耳道深部の後面に横方向のしわ（＊）です。骨部外耳道深部に付着する耳
垢は、耳掃除が骨部外耳道深部に及んでいたことを示します。外耳道は曲がっているので、骨部外耳道
深部に入った器具は自然と後壁に触わり、後壁にシワを形成します。
　骨部外耳道深部の後壁の耳掃除と後壁のシワが、外リンパ瘻と関連があるか調べました。週に1回以
上の耳掃除を行っていてシワがある人は、それ以外の人と比較して、卵円窓の外リンパ瘻の割合が多い
結果でした（P < 0.001）。
骨部外耳道深部の後壁に及ぶ週に1回以上の耳掃除は、卵円窓の外リ

ンパ瘻になる危険な習慣です。外リンパ瘻の症状は、めまい、難聴、耳閉
感、耳鳴りです。症状が一つだけの人もいます。骨部外耳道深部に及ぶ耳
掃除を止めることで、耳掃除が関連する内耳障害（めまいを含む）の予防
と改善が可能です。

　古賀ケアプランセンターは、介護保険サービスなどの支援を必要とする在宅療養者の支援を行う部署
として、訪問看護ステーションあおぞらと共に事業運営を行っております。
　現在、看護師・社会福祉士・介護福祉士の基礎国家資格を有する3名の介護支援専門員が常勤として
勤務しており、それぞれの専門的視点から日々のケアマネジメントを実践しています。　高齢化の進展に
伴い、介護を要する高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大している状況に
あります。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護者を支える家族や、住まわれる地域
の環境も大きく変化しています。
　団塊の世代が75歳の後期高齢者となる2025年まで残り数年、地域包括ケアシステムの構築に向けて
介護サービスの需要は、更に高まる事が予測されます。
　古賀ケアプランセンターでは、そのような社会の変化に対応する事ができるよう、併設する古賀訪問看
護ステーションあおぞらと連携し、医療依存度の高い在宅療養者の支援を中心として活動をしており、早
急な在宅療養環境の調整や、相談支援を行いニーズの把握と共有に努めています。

関連施設紹介　古賀ケアプランセンター 主任介護支援専門員  管理者  村岡 俊透



　また、介護老人保健施設春草苑や、ストレスケア相談室とも連携し、
認知症などの疾患を有する要介護者の在宅支援についても力を入れ
ています。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、在宅療養を希望される

方々が今後も増加する事が予測されます。「住み慣れた地域で、今まで
通り家族と一緒に過ごしたい」、「成長する孫の様子を見守りたい」な
ど在宅生活を希望されるご本人・ご家族のニーズに応えられるケアマ
ネジメントを実践できるよう努めて行きたいと考えています。ぜひ、お
気軽にご相談ください。今後ともよろしくお願いいたします。
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関連施設紹介　古賀駅前クリニック健診センター 健診部長　油屋 順子

　当センターは、2019年に宮崎県で最初の人間ドック健診施設機能
評価認定を受けた施設です。認定を受けるにあたり、従来のがん検診
と生活習慣病検診の検査の質を充実化し、検査に異常があった方の
追跡調査、生活習慣病の生活指導の体制を整えました。さらに母体で
ある古賀総合病院と連携し、受診しやすいシステムを構築しています。
　健康診断に求められていることは、時代とともに変遷しています。が
ん検診に加えて、生活習慣病検診（いわゆるメタボ検診）が始まり、発
見される疾患は広範囲になりました。メタボリック症候群は現役世代
から始まり、合併症のため仕事だけでなく日常生活に支障をきたすよ
うになります。もっと重大な合併症は退職後に発生し大切な自分の時
間を失いかねない状態になります。加えて、加齢による運動機能の衰
えからくるロコモティブ症候群は生活の質を低下させ、それが新たな疾病を招くことになります。
　健康診断を受けることで疾病の早期発見と早期治療につなげることはもちろん、老いては豊かな時間
を楽しめるように当施設では働く世代だけでなく、さらに上の世代の方々の健康のサポートもできるよう
特に運動習慣について注目しています。
　運動はアンチエイジングの唯一知られている強力な手段です。生活習慣病の治療の一貫として、さらに
健やかな老いを楽しむために運動習慣を持つことが厚労省でも推奨されています。健診センターでは運
動機能評価の検査を行っていますが、受診された方々には、いつのまにか衰えていた筋肉、バランスの乱
れに初めて気づき、運動習慣に目覚める方も多数おられます。具体的な運動指導はフィットネススタッフ
と連携し健康運動指導士が個別に実施しております。食事指導もメタボのための減量だけでなく、高齢に
なってからは筋肉喪失を防ぐ内容に切り替え、運動で健康を維持できるようサポートをしています。当施
設は、1階に診療部門があり整形外科外来を持っています。３階にはフィットネスを備えています。ぜひ、ご
利用ください。
　より健康に働き、より健やかな老いを楽しめることを目標にどんなサポートをしたら良いか日々思案し
進化を続けています。



医療技術部紹介　臨床検査技術部 技師長　中村 育代

　2018年12月に医療法等の一部を改正する法律が施行され、医療機関等が自ら検体検査を実
施する場合における精度の確保のために設けるべき基準（精度の確保に係る責任者の配置・各
種標準作業書・日誌等の作成・外部精度管理への参加や内部精度管理等の精度の確保に努め
るべき事項）を満たすことが必要となります。　
　当院の臨床検査技術部においては、臨床検査の精度確保の取り組みとして2021年より公益
社団法人日本臨床検査標準協議会（JCCLS）と社団法人日本臨床衛生検査技師会から精度保証
施設の認証を受けています。
精度保証施設認証制度は、日本臨床衛生検査技師会が行っている標準化事業の一環として「標
準化され、かつ、精度が十分保証されていると評価できる施設」に対し、認証する制度です。日本
臨床衛生検査技師会は、正確で精度が高い臨床検査値の提供と、国民の皆さん（患者さん）へ
の「安心・信頼の可視化」を目指しており、2021年4月現在、全国の医療施設では814施設、宮崎
県下では当施設を含め4施設が認証を受けています。
　当臨床検査技術部のスタッフは、28名（臨床検査技師25名、看護師2名、事務補助1名）は、細
胞検査士、超音波検査士(体表・消化器・循環器）、認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技
師、日本・宮崎地域糖尿病療養指導士などの資格取得や学術の研讚に励み、微生物データを活
用した院内感染対策、生活習慣病関連業務である糖尿病教室や自己血糖測定機管理等のチー
ム医療にも積極的に携わっています。
　これからもこの事業に参加継続することで、第三者評価を頂きながら確認を行いつつ、効率
性の高い機器の導入や精度管理の徹底、そして迅速かつ信頼性の高い検査結果情報を診療へ
提供できるよう日々取り組んでいきたいと思います。
　さらに地域医療に貢献すべく休日・夜間緊急時にも
即座に対応できる24時間体制で業務に励んでまいり
ます。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



オンラインマザークラスの紹介 産婦人科 　師長　田中 優子

　当院では、妊婦と夫が主体的な出産や育児が出来ることを目的に母親学級を行ってきました。母親学
級の内容は、（１）妊娠中の身体作り編、（２）母乳・育児編、（３）分娩編、（４）両親学級編の４講座を妊娠
週数にあわせて受講していただいていました。
　当院はオープンシステム（妊婦健診は入院施設を持たない、当院と契約したクリニックで行い、分娩・産
褥入院は当院にて行う）も導入しており、当院の助産師とは保健指導など限られた関わりのみで母親は分
娩に至る事が多く、母親学級が互いの関係性を構築する重要な機会となっていました。
　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、保健指導の制限、母親学級の中止、入院中の面会制限、
立会い分娩の中止などの対応に迫られました。特に母親学級中止は、当院での分娩様式や、助産師を知っ
てもらう機会で、情報を提供する場が無くなり危機的状況となりました。その様な中、勤務する助産師は、
コロナ禍でも妊産婦と家族が安心して出産・育児をしていただけるような支援がしたいと思い、感染予防
に考慮した情報発信の方法としてオンライン（ZOOM使用）で母親学級を開催する提案をしました。

   気付くと、県内で一番最初にオンライン母親学級に取り組むこ
とが出来ていました。出産に来られる約半数以上の方が受講さ
れ、ニーズの高さがうかがえます。経産婦の参加も多く、子どもの
保育園や習い事の合間に受講するなど時間の有効活用ができ、
両親学級では県外から夫が里帰り先の宮崎から本人が参加でき
るなどオンラインならではのメリットもあります。

　病院全体の取組みとしてオンライン母親学級に必要な機器を購
入し、システムエンジニアなどの関係者の協力を得て操作の練習
を行いました。開催当初、システムエンジニアが機器トラブルに備
え母親学級開催を見守ってくれるなどいろんな方々の協力で実現
することが出来ました。
　2020年5月から、産婦人科に勤務する助産師21名が各回ペアを
組み毎週火曜日と第3日曜日に1時間の開催としました。最初は分
娩編のみの開催から始め、現在では4講座とも開催できるようにな
りました。

　現在もオンラインで母親学級を続けています。新型コロナウイ
ルス感染症の終息後も、ハイブリッド型で会場参加者もいながら
オンラインで参加できるなど、いろんな組み合わせを考えながら
妊娠・出産・育児を行う家族のよりどころとなれるような母親学級
をはじめとする、助産師活動を模索していきたいと考えています。



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 10 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、現在は院内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

【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 
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