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古賀総合病院　院長　今村 卓郎
　　　

あいさつ　

　新年明けましておめでとうございます。
　2021年も新型コロナウイルス感染症に翻弄された一年でした。その一方で、大谷翔平のメジ
ャーリーグでの活躍が私達に元気を与えてくれた年でもありました。当院は社会医療法人、また
地域医療支援病院として新型コロナウイルス感染症の妊婦さん及び透析患者さんを中心に入
院治療を担ってまいりました。ワクチン接種に関しても、宮崎市の集団接種会場に医師・看護師
を派遣する一方、院内での個別接種を延べ約6,900回、職域接種を延べ約4,400回行ってまいり
ました。今後は、3回目のワクチン接種や抗体カクテル治療も行っていく予定です。
　今年の当院の事業計画は、主に3つあります。まずは、基幹型研修施設として研修のレベルア
ップ目的に取得している卒後臨床研修評価機構（JCEP）の評価認定更新を受けることです。本認
定は、県内では宮崎生協病院と当院のみが受けている認定資格です。2022年度の初期研修医3
名を昨年募集し、3名の新卒予定者がフルマッチしました。4年連続のフルマッチで当院の内科
専攻医をはじめ宮崎大学の内科専攻医、東京の三井記念病院、虎の門病院や国立国際医療研
究センターの外科専攻医と共に若い医師が増え、院内には活気が溢れています。2番目の事業
計画として、病院機能評価機構の更新受審があります。今では県内でも多くの病院がこの機能
評価を受けておられますが、当院は1997年に県内で初めて全国で15番目に本機能評価の認定
を受けました。以来、25年間連続して認定を受けており、今回が5回目の更新になります。これか
らも地域の先生方や患者さんに選ばれる病院を目指していきたいと思います。3番目の事業計
画としては、電子カルテの更新が挙げられます。当院は2015年5月に電子カルテを導入いたし
ました。今回が初めての更新になります。診療科も多岐に渡り、検査部門も多いため、多額の費
用を要します。駅前クリニックにも今回初めて電子カルテを導入する予定にしています。よりス
ムーズな連携、安全な且つ効率的な医療に役立てたいと思います。
　2022年こそは、穏やかな年であって欲しいと祈るばかりですが、第6波が気になります。新型
コロナウイルス感染症のパンデミックの様な大きな出来事は、世の中のパラダイムシフトを来
し、私達の生活にも多大なる変化をもたらします。将来が予想し難い時代になりましたが、直面
するニーズと長期的なニーズに対応していかねばならないと思います。大谷翔平が米国でも日
本でもあれだけ賞賛されたのは、二刀流で素晴らしい成績を残したことだけでなく、彼の人と
なりも高く評価されました。私達もあの若者に学んで医療人としての技術と同時に人格も磨き
たいものです。彼に習って「一生懸命」に患者さんのためにこの一年頑張っていきたいと思いま
す。
　今年もどうぞよろしくご指導ご支援をお願い申し上げます。



登録医のご紹介

院長　大森　史彦  先生

大森内科医院
〒884-0002
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 1347－2

　当院は無床の内科診療所として開業以来30年になりますが、時に患者さんを病院に依頼し
なければならない場面が生じます。
①手術が必要な場合、②大型、精密な検査器械による検査が必要な場合、③いつも診察してい
る患者さんに複雑な状態が生じ入院治療が必要となった場合、④他科の診療を必要とする場合
等です。古賀総合病院様へは上記の理由で多くの患者さんを紹介、受診させていただきました。
特に平成23年10月、地域医療連携医に登録していただいてから、連携はより強くなったように
思われます。古賀総合病院入り口正面の壁に登録医のプレートもつけていただき、紹介患者さ
んはこれを見ると安心しております。
　内科では糖尿病、各種甲状腺疾患、血液難病、慢性糸球体腎炎、透析導入、外科では胆石症の
みならず腹部の良性、悪性疾患、高齢者のヘルニア、泌尿器科ではＰＳＡが高値で前立腺癌の
鑑別が必要な方、皮膚科では難治性の皮膚症状、皮膚の隆起性病変の方等、様々な場合にお願
いしてまいりました。ある年の12月29日当院の年末最終診療日、夕方6時に糖尿病性ケトアシド
ーシスの患者さんを引き受けていただいた際には、感謝で思わず涙がこぼれました。
　予約を必要としない科が多く、患者さんの交通利便がよいこと、医療連携室が出来て以来紹
介・受診がスムーズに進み、さらに受診しやすい環境にあります。患者さんの健康増進に貢献す
るために、これからも良好な病診連携をお願い申し上げます。

　　　       

　　　　  

　　

診　療　科　目

内科・循環器内科・腎臓内科・漢方内科・小児科

TEL：0983-22-0055



診療科紹介　消化器内科 消化器内科　部長　田井 博

　消化器内科では、主に消化管疾患診療を行っています。
・ 早期消化管がん（食道・胃・十二指腸・大腸）に対する内視鏡診断と治療
　通常内視鏡検査に加え、NBI：Narrow Band Imagingを用いた拡大内視鏡観察を
行い、病変の早期発見に努めています。
　早期消化管がんに対しては、ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）を施行しています。
・ ESDの適応となる病変
　基本原則は、がんが粘膜の表面にとどまり、リンパ節転移がない病変となります。
・ ESD (内視鏡的粘膜下層剥離術)とは
　内視鏡的に使用可能な高周波ナイフを用いて粘膜下層レベルで病変を剥がし取る治療手技です。大
きな病変であっても病変を一括切除することができるため、正確な病理診断が可能となります。
・ 大腸ポリープ ： 通常のポリープであれば１泊入院でEMRを施行しています。LST（側方発育型腫瘍）を
含めた大きな病変に対してはESDを施行しています。
・ 消化管出血 ： 吐血、下血等の消化管出血に対して緊急内視鏡検査を行い内視鏡的に止血を行います。
・ 小腸疾患の診療 ： 小腸カプセル内視鏡検査や小腸透視の検査を行います。
・ 消化管進行癌に対する化学療法 ： 消化管（食道・胃・大腸）の癌に対する術前・術後化学療法および切
除不能進行・再発癌に対する抗がん剤治療（緩和的化学療法）を行っています。
　消化器内科医、外科、放射線科、薬剤師、看護師が集まり、化学療法カンファレンスを行い個々の患者
さんに適した治療方針を決定するようにしています。
・ 炎症性腸疾患 ： 炎症性腸疾患 (Inflammatory Bowel Disease; IBD)とは、消化管に慢性的な炎症を起
こす原因不明の疾患であり、潰瘍性大腸炎とクローン病があり患者数も増加しています。
　病状に併せて5－ASA製剤、ステロイド、血球除去療法、抗TNF-α抗体薬、抗IL-12/23抗体薬等の生物
学的製剤や免疫調節剤を用いた治療を行っています。
また、クローン病に伴う狭窄に対して内視鏡的バルーン拡張術を行うこともあります。
・ 内視鏡的逆行性胆管膵造影（ＥＲＣＰ） ： 口から十二指腸まで内視鏡を入れ、その先端から膵管・胆
管の中にカテーテルを挿入します。カテーテルから造影剤を入れて、レントゲン撮影し、膵管や胆管の病
変（胆管癌、膵癌等）を調べる検査です。同時に膵液や胆汁を採取したり、病変部から組織や細胞を取っ
て検査を行うこともあります。
　ＥＲＣＰの検査に引き続いて胆管や膵管の様々な病気の治療を内視鏡的に行います。総胆管結石に
対しては、内視鏡的乳頭切開術（ＥＳＴ）や内視鏡的採石術、胆管癌や膵癌による胆管閉塞に対しては、
内視鏡的逆行性胆管ドレナージ（ＥＲＢＤ）や胆道ステント挿入等を行います。

内視鏡実績 （2019年1月～2019 年 12月）
1 ）診断 2 ）治療

カプセル内視鏡
上部消化管

上部消化管 2786 件

下部消化管 1857 件

ERCP 306件

EUS 9件

バルーン内視鏡 9件

カプセル内視鏡 20件

食道ESD 9件

胃ESD 51件

大腸ESD 30件

止血術（上部・下部） 214件

食道静脈瘤 EVL 1件

食道狭窄拡張術 16件

大腸ステント 8件



Fiore koga 4

診療科紹介　眼科 眼科　部長　齋藤 真美

外来診療予定表

　いつも地域医療支援病院の先生方にはお世話になっています。当科は2019年よ
り医師を増員し、眼科専門医2名で診療を行っています。
　白内障や緑内障、ドライアイや結膜炎、眼瞼下垂、糖尿病網膜症などの網膜疾患、
斜視、etc…眼科一般領域はまんべんなく診療しています。特色としては、他科と連
携しながら糖尿病、腎不全、甲状腺疾患など全身疾患に伴う眼合併症、ステロイド
や抗癌剤の眼副作用、等のチェックも力を入れています。また、2020年からはAlcon
社の最新鋭硝子体手術機器「Constellation」を導入し、硝子体手術を開始しました。適応としては網膜
前膜、黄斑円孔、網膜剥離、そして糖尿病網膜症、などがあります。特に、当院は糖尿病の患者様が多い
ので、糖尿病眼合併症の治療を当院で完結できるようにレーザー治療から硝子体手術まで積極的に行
っています。
　白内障手術は日帰り、1～2泊、両眼であれば4～7泊など患者様の要望にあわせて対応します。硝子
体手術は3～7泊程度の入院で行っています。県内の総合病院では、宮大附属病院と当院のみが常勤医
による硝子体手術を行っています(2021年11月現在)。お体に不安のある患者様
でも他科のバックアップを受けて安心して手術に臨んでいただきます。
　近年は日本老年医学会が提唱する「フレイル」が浸透し、眼科領域でも「加齢
による眼の脆弱性が増加し、内的外的要因が加わって視機能が低下した状態」
を「アイフレイル」と言うようになりました。40歳以上で、「眼が疲れやすくなった」
「夕方になると見づらい」「階段を危ないと思った事がある」「車のライトが眩しく
感じる」「線が波打って見える」などがあれば、歳のせいとせず眼科検診を受ける
ように推奨しています。「何となく眼の調子がスッキリしない」患者様がいらっし
ゃいましたらぜひ当科へご紹介ください。

活動紹介　糖尿病教育運営委員会 薬剤師　主任　猪野 真基

初めまして。古賀総合病院の薬剤師の猪野です。今回は、同心会で活動している

糖尿病教育運営委員会の活動と、11月の世界糖尿病デーに合わせて開催しまし

た「DMウィーク in KOGA」の報告をさせていただきます。

　同心会の糖尿病教育運営委員会は、医師・看護部・薬剤部・臨床検査部・栄養管

理部・理学療法技術部で構成され、日本糖尿病療養指導士（CDEJ）・宮崎地域糖尿

病療養指導士（CDEL）の資格を持つメンバーで活動しています。委員会は「糖尿病

教室」、「患者会イベント」、「研修会」の3グループに分かれて活動しており、糖尿病

 月 火 水 木 金

午前 ○ ○ ○ ○ ○ 

午後 ○ 手術 ○ 手術 ○ 

月 火 水 木 金



患者さんと地域の医療従事者のみなさまとの交流を図ってきました。しかし、昨年からの新型コロナウイル

ス感染拡大による影響で当委員会主催の研修会、患者会イベントも中止が続いていました。

　新型コロナウイルス感染の第5波が終息し、宮崎県内の感染状況が落ち着いていることもあり、「世界糖

尿病デー」の11月14日に合わせて、11月15日から11月19日の1週間で「DMウィーク in KOGA」を小規模な

がら開催しました。テーマを「with コロナ　感染対策」として各部署から感染症対策についてのポスター掲

示はもちろんのこと、今回は、2年ぶりに糖尿病療養指導士による相談コーナーと血糖測定コーナーを復活

しました。また、感染症対策がテーマであるため、普段手洗いをしっかり行っているか確認していただく「手

洗いチェック」を今回初めて実施しました。手洗いチェックする器械を見て興味もっていだだいた患者さん

も多く、しっかり洗ったつもりでも実際は爪や指の間などに汚れが残っていることに驚かれていました。

　当委員会が主催する糖尿病医療連携の会も今年3月からオンライン

の形で開催し、徐々に地域の医療従事者の方 と々の交流の機会を復活

させており、12月には感染症対策を行った上で「はまゆう会レクレーシ

ョン」開催を企画しています。まだまだコロナ禍が続きますが、患者さ

んや地域の医療従事者の方との交流の機会を少しずつ増やしていく

よう委員会メンバーで力を合わせて活動してまいります。

現在、日本人の2人に1人はがんになると言われています。がん患

者さんやその家族を支えるためには、病院だけでなく地域をあげた

取り組みも重要な役割があると思います。その一環として、チャリテ

ィーイベントである「リレー・フォー・ライフ」が毎年開催されていま

す。

リレー・フォー・ライフとは、がん患者さんやそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん征圧を

目指し、1年を通じて取り組むチャリティー活動です。1985年に1人のアメリカ人医師がトラックを24時間走

り続け、アメリカ対がん協会への寄付を募り、「がん患者は24時間、がんと向き合っている」という想いを共

有し支援するために始まった活動でした。現在、この活動は世界に広がり、約30か国で開催されています。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2021宮崎は、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、10月2日～

10月3日の2日間にわたり、フィオーレKOGA　看護専門学校で開催されました。今回、私は初めてこのイベ

ントに参加しました。10月初旬ではありましたが、晴天に恵まれ、日中は汗ばむほどの天候でした。イベント

では、歌や紙オルゴールの演奏などが行われ、県民お馴染みの人気者「みやざき犬」のステージもありまし

た。そのなかで、「今日を楽しみにしていた」というがんサバイバーの声やたくさんの方々とふれあうみなさ

んの楽しそうな笑顔が印象的でした。そして、それぞれの想いのこもったルミナリエは、一つひとつ丁寧に

置かれ、夜になり点灯されると、より一層神秘的に見えました。

活動紹介 緩和ケア認定看護師　主任　井上 巳喜子リレー・フォー・ライフ



関連施設紹介　 マネージャー　江口 ゆかり

メディカルフィットネスフィオーレは、2003年5月からフィオーレKOGA
の3階にオープンしました。
現在、運動指導者9名、フロントスタッフ7名で、1000名以上の会員様の
運動指導や健康相談を日々行っています。
　フィオーレKOGAは宮崎駅西口を出て、そのまま横断歩道を渡り北側
です。駐車場はその裏手に平面、立体をご用意しています。フィオーレ
KOGAの施設内は、主に１階が外来、2階が健診、3階がフィットネスで、フィットネスご利用の際はエレベー
ター又は階段で3階受付にお越しください。
　施設内の設備は、ジムエリア、プールエリア、スタジオ、お風呂、サウナがあります。ジムエリアでは、有酸
素マシン40台、筋力トレーニングマシン20台、ストレッチエリアを設置しています。プールエリアでは、25メ
ートルコース4本、15メートルコース1本、ジャグジーとミストサウナを設置しています。スタジオは、フローリ
ングと畳のスタジオを用意しており、毎日開催されるレッスン講座はご利用の皆様から大変ご好評をいた
だいています。お風呂・サウナは、カラン、立ちシャワー、浴槽、水風呂を備えており、運動後のリフレッシュに
欠かせないものになっています。
　ご利用の際は、その方のライフスタイルに合わせた会員種別をご提案させていただきます。個人会員・法
人会員ともにご用意していますのでHPをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。また、実際に
見て回る、施設見学も無料で実施中です。ご来館お待ちしています。
　また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、ご利用になる皆様方が、安心して運動に集中でき
るように、日々スタッフが切磋琢磨しています。このような状況下で、皆様から多くの応援のお声をいただき
ましたことを、この場を借りてお礼申し上げます。
　世間では、新型コロナウイルスまん延から運動量が減っていったり、体重が増加したりと健康度が低下し
てきていることが危惧されています。もしも、メディカルフィットネスフィオーレで運動することによって、皆
様の日常に彩りがプラスされればとても嬉しいことです。
　今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

メディカルフィットネスフィオーレ

　このようなチャリティーイベントである「リレー・フォー・ライフ」が、がん患者さんやその家族の支えとな

り、がんに向き合う地域作りにつながっていると感じました。がん医

療に携わる一員として、この活動を多くの方に知ってもらい、興味を

もっていただけるような活動をすることの大切さを知ることができま

した。これからも、1人でも多くの方が参加できるよう活動を支援して

いきたいと思います。
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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

2022 年 1 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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