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理事長　古賀 倫太郎
　　　

あいさつ　

　新型コロナウイルス感染症の第6波が治まりきらぬまま、宮崎県の「まん延防止等重点措置」が解除に

なりました。地域医療も新型コロナウイルス感染症に振り回されて3回目の春を迎えます。先生方とは例

年、「地域医療連携懇親会」などでお会いし、お話しする機会がありましたが、このような場でしか情報発

信できないのが残念でなりません。

　昨年度、同心会での特筆すべき取り組みは、やはり新型コロナウイルス感染症への対応に尽きると思

います。ご存じのように地域周産期母子医療センターおよび腎センターを有する当会の使命として、県内

の妊産婦、透析治療中の感染患者受け入れを中心に、昨年度だけで50名余の患者を受け入れ、治療ま

たは分娩対応を行ってまいりました。その中で体制強化のため、一部の急性期病床を閉鎖・休床せざる

を得ず、地域の皆様には受け入れが一時的に滞ったり、救急搬送の受け入れが出来ず、ご迷惑をおかけ

しました。また、先生方や他施設の皆様にもご理解・ご協力頂き心より感謝申し上げます。

　このような状況下においても職員、患者、利用者の皆様に「感染者集団」などを出すことなく、医療・介

護・福祉サービスを継続し提供することが出来たのは、全職員が組織的、個人的にも医療従事者として

高レベルの感染対策はもとより、面会制限や受診時の院内立ち入り制限のほかPCR検査や抗原検査な

ど、皆様のご協力の賜物であり、重ねて感謝申し上げます。

　また、ワクチンの接種では、総合病院・駅前クリニック・健診センターでの個別接種のほか、集団接種会

場や職域接種にも参加し、第5波、第6波における感染者数の減少、および重症化の軽減に少しでも寄与

できたのではないかと思います。

　昨年度、当会ではコロナ禍にありながら、原点に立ち返り、組織全体を見直し、課題の抽出、そして改善

策の立案をする良い機会も得ました。全職員の中から有志を募り、「業務改善プロジェクト」を立ち上げ、

計5回、延べ約200名の職員によるグループワークおよびワークショップを開催しました。このプロジェク

トはまだ道半ばであり、改善策の実行は今年度の目標となりますが、より良い同心会を目指して昨年撒

いた種が、本年度に花開くよう実行に移してまいりたいと思います。

　ほかにも、病院機能評価機構の認定更新や総合病院電子カルテの更新、および駅前クリニック、春草

苑での電子カルテ導入、また電気・施設設備の更新など事業計画が控えており、新型コロナウイルスに

翻弄され、VUCA（Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧

性））時代と呼ばれる中でも、同心会の理念である「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」を再度確認しつつ、地域医療に貢献出来るよう、職員一同心を一つ

に努力してまいります。

　地域の先生、皆様におかれましては引き続きのご協力をお願いするとともに、更なるご支援・ご指導を

よろしくお願い申し上げます。



　この度、令和４年１月に同心会看護部 統括看護部長を拝命いたしました。和泉

貴子と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。当院は、地域医療支援病院

として、皆さまに“選ばれる病院づくり”に努めています。医療や看護を取り巻く環境

の変化が著しく、私たち看護職も時代の変化とともに求められる役割が変化してき

ています。患者さんの高齢化・重症化が進む中、安全で安心な看護を提供するためには、知識・

技術はもとより、その変化に柔軟に対応する力が求められます。患者さんやご家族の思いに寄り

添い「やさしくあたたかい心のこもった看護、信頼される質の高い看護」を提供し、外来―病棟―

地域へとつなぐ看護をめざします。これからも皆様方のご支援ご指導をよろしくお願いします。

ここのの度、令和

貴子と申します

理事就任　あいさつ

皆様はじめまして、4月に社会医療法人同心会事務局長に就任いたしました後

藤でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

足元経済は、ウクライナショックのような地政学的リスクや、未だ出口が見えていな

い新型コロナウイルス感染症等々、先行き不透明で今後日本はどうなるのだろう

か？と不安を感じる毎日です。

　このような状況下だからこそ、当会理念『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』を心に刻み、サステナブル（持続可能）な運営を目指し質の

高い医療サービスを提供することで、患者様・家族・そして地域の皆様から信頼され、職員の皆さ

んもその信頼を共感することが当会のパーパス（存在意義）に繋がると思います。

微力ではございますが、皆様からのご指導ご支援のほど重ねてお願い申し上げます。

事務局長　後藤 雅彰

この度、令和4年3月1日付をもちまして、社会医療法人同心会の常務理事に就任

いたしました。新型コロナウイルス感染症、ロシア・ウクライナ問題など厳しい社会

情勢の中、我々の責務でもあり同心会の目標でもある、医療の質を向上しながら「

患者、その家族に納得して頂ける医療・介護・福祉サービスを継続的に提供」がで

きるように、微力ではございますが尽くしてまいりたいと念願しております。

　先ずは、施設方針に沿った業務改善を行う仕組みを構築することで職場環境を整え、一緒に

働く職員が「ヤリガイ」を感じる事が出来るように、組織一丸となって「働き方改革」に取り組んで

まいりたいと思います。地域の先生方は元より、各施設の皆様方におかれましても、今後とも旧

に倍してご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

常務理事　関 孝

理事　和泉 貴子



登録医のご紹介

院長　小澤 仁雄 先生

こざわ内科
〒880-0824
宮崎県宮崎市大島町国草 159－2

　はじめまして、こんにちは。宮崎市大島町にて、こざわ内科を開設しております小澤仁雄(コザ

ワヒトオ)と申します。平成14年3月4日に現在地に開業して早20年となります。もともとは大阪生

まれの大阪育ちで、昭和55年に宮崎医科大学7期生として入学したのが、宮崎との縁の始まりで

す。卒業するまで7年かかりましたが、昭和62年に卒業し4年間大学院で基礎研究をしておりまし

た。卒後研修が必修化された現在では選択肢として当たり前になりましたが、一般病院での研

修を受けたくて、色々な施設にお世話になりました。中でも古賀総合病院は、初めて研修を受け

た思い出深い病院でもあります。このような経緯があり、これらの経験を生かしてゆくにはホー

ムドクターが最も適しているのではないかと考え開業し、現在に至っております。

　当院では、まず患者さんのお話をよく伺うことから始めています。問診はやはり一番情報量が

多く、この段階でほぼ方針が決まります。さらなる精査が必要な場合などに高次医療機関にご

紹介することになります。古賀総合病院の先生方には、今までたくさんの患者さんに対応してい

ただき感謝の念に堪えません。これからもまたお世話になることと存じます。どうかよろしくお願

いいたします。

　　　       

　　　　  

　　

ー 診療科目 ー

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科

TEL：0985-62-0208



診療科紹介　外科 統括外科部長　後藤 崇

　外科では、主に以下の3分野を柱として医療を展開しています。
【消化管・一般外科領域】
　1991年に導入した胆石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術は、多くのご紹介をいた
だきながら、のべ6,200例を経験いたしました。そこで培った技術をもとに、消化管
の悪性・良性疾患に対しても低侵襲である腹腔鏡手術に注力しています。胃領域で
は腹腔鏡下幽門側胃切除・腹腔鏡下胃全摘術など、のべ600例を超える手術を行っ
ています。また大腸領域では、腹腔鏡下の結腸切除・直腸低位前方切除・括約筋間直腸切除・腹会陰式
直腸切除など、約9割の症例でのべ1,200例超の腹腔鏡手術を行っています。がんの根治性向上を目的と
して、局所進行がんに対する術前化学放射線療法や術後補助化学療法、進行再発がんに対する化学療
法や放射線療法等の集学的治療も積極的に行っています。
　良性疾患においても虫垂炎ではほぼ全例で、高齢者に多い食道裂孔ヘルニアや閉鎖孔ヘルニアに対
しても腹腔鏡手術を行っており、胃十二指腸穿孔や下部消化管穿孔、腸閉塞などの緊急手術においても
適応症例であれば積極的に腹腔鏡でのアプローチを行っています。その他、腹腔鏡下ヘルニア修復術、
胸腔鏡下肺部分切除、腹腔鏡下脾摘術、腹腔鏡下副腎切除術なども行っており、日本内視鏡外科学会技
術認定取得医を中心により質の高い外科医療に取り組んでいます。
【肝胆膵領域】
　主に膵がん、胆道がん、転移性肝がんなどの難治がんに対する手術を年間約50例程度行っており、
High volume centerで長年経験した日本肝胆 外科学会高度技能指導医を中心とするチーム医療で合
併症の少ない術前・術後管理をしています。切除不能進行症例も、化学療法を行いながら生活の質を保
ち、がんとの共存を図る治療を展開しています。また、腹腔鏡下肝切除、腹腔鏡下膵体尾部切除術も導入
し、患者さんの負担軽減に努めています。
【甲状腺領域】
　当科では、県内の甲状腺手術の大部分を担っており、High volume centerで甲状腺外科修練を積ん
だスタッフを中心に甲状腺・副甲状腺疾患の診断から薬物療法・手術・放射線内用療法を含めた治療を
行っています。甲状腺癌のほか、甲状腺機能異常（機能亢進、機能低下）、甲状腺腫瘍の手術適応につい
て内分泌内科とも綿密な連携を取りながら進めています。当院では、透析患者さんに多い副甲状腺機能
亢進症や高カルシウム血症などにも対応し、年
間約150件超の甲状腺・副甲状腺の手術を手
掛けています。
　当科は、虎の門病院・がん研有明病院・三井
記念病院・順天堂大学医学部附属順天堂医院・
国立国際医療研究センター等の高度先進医療
機関を技術メンターとして提携し、外科専攻医
の相互研修も行っております。地方においても
先進医療に準じた質の高い医療を患者さんに
提供できるよう、スタッフ一同日々研鑽を積ん
でいます。
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内科専攻医　𠮷田 直樹 先生

4月より古賀総合病院消化器内科で働かせ

ていただくことになりました。内科医として

地元である宮崎の医療に少しでも貢献でき

ればと思います。未熟な点も多いと思います

がよろしくお願いいたします。

消化器内科　堀口 みなみ 先生

1年ぶりに古賀総合病院で勤務させていた

だきます。患者さんに寄り添った医療を提供

できるよう、スタッフと協力しチームワーク

で頑張ります。消化器内科医として様々な経

験を積んでさらに成長していきたいです。よ

ろしくお願いいたします。

内内科専攻医 𠮷田直樹先生

消

4月より消化器内科専攻医として勤務させて

いただきます、医師3年目の津山といいます。

出身大学が宮崎大学であり初期研修を終え

て戻って参りました。微力ではありますが地

域の医療に貢献できるように頑張りたいと思

いますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

新任医師紹介

消

新任医師紹介

内分泌内科　松尾 崇 先生

この4月より赴任したばかりで不慣れなこと

は多いですが、各スタッフとよく相談し、とき

に意見を交わしながら、初心を忘れず日々

診療に従事したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

せ

して

でき

す

ろしくお願いいたします。

4月より循環器内科に赴任いたしました、医

師4年目の内田暁子と申します。内科診療を

はじめとした医療を通じて、地域の皆様のお

役に立てますように、精進して参ります。何

卒よろしくお願い申し上げます。

内科専攻医　内田 暁子 先生

消化器内科 堀口みなみ先生消

こと

き

々々

しく

4月から腎臓内科に赴任しました。延岡市出

身で、少しでも地域の皆様に貢献できるよう

日々努力していきたいと思います。よろしく

お願い申し上げます。

腎臓内科　宮田 昌明 先生

研修医　田代 尚己 先生

4月から初期研修医としてお世話になります

田代尚己と申します。京都出身で中学から硬

式テニスを続けています。早く一人前の医師

として働けるよう精一杯頑張りますので、ご

指導のほどよろしくお願いいたします。

す

硬

医師

ご

研修医　月野 武 先生
4月から研修医としてお世話になります月野
武と申します。都城市出身で宮崎大学を卒業
しました。大学時代は剣道部と管楽器部に所
属していました。初めて社会に出るというこ
とでご迷惑をおかけすることもあると思いま
すが、まずは元気なあいさつから心がけてい
こうと思います。よろしくお願いいたします。

内科専攻医　津山 恭佑 先生

うと思 ます。よろしくお願 たします。

【2022 年 3 月末退職医師】

・増元 大祐 先生
・鍋倉 弘樹 先生
・内山 尚美 先生

・直野 久雄 先生
・児玉 琴子 先生
・藤田 晋也 先生

・海老原 秀生 先生
・青山 勝治 先生
・津曲 麻依 先生



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　比惠島 知子

フィオーレKOGA看護専門学校は開校から６度目の春を迎えました。学校玄関前の桜も美しく咲きほこり
2022年度が始まりましたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、落ち着かない日々が続いています。
このような状況の中、昨年度の臨地実習を受け入れていただいた各施設の皆様に深く感謝いたします。
本学では2022年3月10日（木）に第３回卒業証書授与式を開催し、３期生43名が巣立ちました。古賀和美

校長から卒業証書を受け取った姿からは、喜びと自信、そして希望があふれており、3年間の成長を感じる
ひと時でした。3期生は全員看護師国家試験に合格することができ、４月から県内各医療機関に38名（宮崎
市36名、日向市1名、西都市1名）、県外に4名が就職し、進学は１名です。地域医療に貢献できる看護師とし
て日々成長し、それぞれの場所で活躍してくれるものと期待しています。
2022年4月8日（金）には、第6回入学式を開催し、看護の道を目指して29名が入学しました。定員の40名

に満たなかったのは残念ですが、その分手厚く支援していきます。今年の新入生からは電子教科書（タブレ
ット）を導入し、ITに強い看護師も育成できると考えています。どのように使えばより分かりやすいのか、教員
も試行錯誤しながら授業に備えています。
入学式の新入生の誓いでは、新入生代表者から『ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響で、医療関

係者が不足してしまうという状況に陥っています。私は、この状況の中でこそ患者さんに寄り添いたいと思
い、看護師になろうと覚悟しました。おそらく本日入学する皆さんも、いろいろな覚悟を決めて入学される
のだと思います。』という誓いの一文があ
りました。コロナ禍の今、あえて医療の世
界に身を置き、患者さんに寄り添いたい
と願う新入生を、教職員一同、力を合わせ
て大切に育てていきたいと思います。学
生のご家族の皆様、授業を担当してくだ
さる講師の皆様、臨地実習を受け入れて
くださる各施設の皆様、今後とも学校運
営にご理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

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
行っています。
2022年1月に登録医195施設、非登録医214施設を対象に調査を行いましたのでご報告いたします。
総合的評価では登録医では約95％、非登録医では約80％が「非常に満足」「満足」を選択していただきま

した。
ご意見・ご要望では「専門医・診療科で相談できるのでありがたい」との意見やそれに対し「診断を絞り込
めていないが、精査が必要な患者が多く一般内科の受け入れを充実させてほしい」などのお言葉をいただ
いています。

2021 年度 地域医療機関における「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
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〒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 4 月発行発行元：古賀総合病院　総務課

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

＜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います。
＊ 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

　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。
　アンケートへのご協力ありがとうございました。


