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古賀総合病院　副院長　緒方 克己
　　　

あいさつ　

　今年も早や半年が過ぎました。近年、世界は地球温暖化に伴う気候変動で異常自然現象が頻
発しており、日本も例外ではなく異常気象や地震などによる思わぬ災害が各地で発生し、被災
者の方々には心からお見舞い申し上げます。2019年末に出現した新型コロナウイルス感染症
の世界的流行はいまだ鎮静化せず、我が国では当初の様な重症化、死亡者数は減少したもの
の第6波は持続し4回目のワクチン接種が行われようとしています。そんな中、突如2月24日始ま
ったロシアのウクライナ侵攻は長期化し大きな悲劇や憤りを生むばかりで、世界はもちろん我
が国の生活にも影響を及ぼしつつあり対岸の火事では済まされなくなってきています。
　「かかりつけ医」を支援し地域医療体制の中核を担う病院として当院が平成23年6月に「地域
医療支援病院」の承認を得て10年が過ぎました。平成26年4月承認要件引見直しで要件が引き
上げられる中、その要件（紹介率50％以上、逆紹介率70％以上、救急搬送患者受け入れ数1,000
件以上）に応え、十分とは言えませんが一定の役割を担うことが出来たのではと思っています。
これもひとえに「かかりつけ医」、「登録医(198施設)」の先生方ならびに関係者の皆様のお陰と
深く感謝申し上げます。「安心、安全で納得いただける医療・介護・福祉サービス」の基本理念を
基に、継続してより円滑な医療連携が出来るよう努力しなければと思っています。団塊の世代の
人数がピークとなる「2025年問題」に向けて少子・超高齢化が一段と加速し、医療、介護はもとよ
り予防、住まい、生活など一体となった無駄のない有効な支援が必要とされる「地域包括ケアシ
ステム」の取り組みの重要性が指摘されています。国民一人一人が考えなければならない問題
ですが、地域の医療機関、介護、福祉施設との連携を通して地域の皆様に納得していただける
よう、多職種、職員一同で「地域医療支援病院」の役割をしっかり果していかなければと思ってい
ます。
　関連施設の老健「春草苑」今年は当施設開設から23年、介護保険法が施行され介護老人保険
施設となって18年目です。介護老人保険施設の「在宅復帰を目指す」という基本方針で認知症
ケアや終末期ケアを配慮した対応に取り組んでいます。100歳以上の高齢者は昨年9月の調査
では全国で86,510人、宮崎県では1,094人（男性172人、女性967人）となり、高齢者に対する介
護の役割・必要度が増しています。施設の目標は｢利用者の皆様がご家族との関わりを大切にし
ながら、こころ安らかで健やかな時を過ごしていただけるよう、職員一同、一致協力して努める｣
ですが、その達成を目指しているところです。それぞれの人生を歩んでこられた先輩方お一人お
一人の大切な「いのち から いのちへのリレー」にお役に立てるよう取り組んでいます。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



登録医のご紹介

院長  石川 直人  先生

石川クリニック
〒880-0036
宮崎県宮崎市花ケ島町入道 2197－1

　古賀総合病院様にはいつも紹介患者さんを大変丁寧に診ていただき、ありがとうございます。

　以前は父が博物館北側の矢の崎に石川外科胃腸科医院を開業していまして、その頃より大変お世話

になっていました。

　私は2005年に宮崎市花ヶ島の地に内科医として開業しました。上部・下部消化管内視鏡検査を随時行

いながら、消化器系の癌や炎症性腸疾患、過敏性腸炎などを診る消化器内科を専門に、地域のかかりつ

け医としての機能も担っています。副院長が放射線科医であり、エコー検査やCT検査も可能で、胸部・腹

部症状などで来院された患者さんに迅速に対応し、治療が院内で可能であるか、入院が必要か、専門病

院に紹介するべきか、その振り分けを早く出来ることも当院の強みではないかと思っています。胸腹部の

急性疾患や腫瘍、甲状腺腫瘍などを診ていただける内科・外科をはじめとして、皮膚科や泌尿器科なども

専門的に診ていただける古賀総合病院が近くにあり、紹介すると患者さんにも大変喜んでもらえます。

　また、私は免疫学を研究した経験があり、宮崎大学医学部勤務のころから炎症性腸疾患を専門に診療

を行っていた経緯から、現在でも多くの潰瘍性大腸炎、クローン病の患者さんの診療を行っています。最

近では生物学的製剤が多数保険適用となり、外来でも比較的寛解導入出来るようになりました。しかし、

突然再燃することもままあり、重症例では入院加療が必要となり、古賀総合病院様には大変お世話にな

っています。このような専門的治療が出来る病棟をバックアップに持てることで、安心して炎症性腸疾患

の患者さんの診療、治療が出来ると考えています。

　外来診療中に紹介病院を探すのに苦労することもあり、地域医療連携室に気軽に相談して紹介できる

システムは大変助かっています。

　コロナ禍の中の地域の中核病院として

の診療に、大変ご苦労もあろうかと思わ

れますが、今後ともいろいろな患者さん

のことで相談、紹介をさせていただきた

いと思いますのでどうぞよろしくお願い

いたします。

診　療　科　目

内科・胃腸科・消化器科・呼吸器科・循環器科・放射線科

TEL：0985-35-1311



診療科紹介　肝臓内科 肝臓内科　部長　落合 俊雅

　いろいろな原因で肝臓の細胞が壊れたり再生したりすると、肝臓に線維化が起こ
り、進行すると肝硬変になります。肝硬変になると肝がんになりやすくなります。
　肝臓が悪くなる原因としては、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルス、アルコール
による肝障害、薬剤による肝障害、自己免疫性肝疾患、肥満などによる脂肪肝など
があります。
　健康診断などで肝機能の異常を指摘された場合、特に自覚症状がなくても原因
を調べる必要があります。原因が分かればそれぞれに対して適切な治療を行うこと
ができます。
　肝臓内科では日本肝臓学会認定専門医2名で診療を行っており、急性・慢性肝障害の原因精査、B型
肝炎、C型肝炎ウイルスなどのウイルス性肝炎に対する検査や治療、脂肪肝に対する診断や線維化の評
価、自己免疫性肝疾患（自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎など）の診断と治療、肝硬変の診断や合
併症（腹水貯留、肝性脳症など）の治療、腹部エコー、CT、MRIを用いた肝がんのスクリーニングおよび診
断、肝がんの治療として肝臓内科ではラジオ波焼灼療法（RFA）、肝動脈化学塞栓療法（TACE）、分子標的
薬などの薬物療法を行っています。

・B型肝炎やC型肝炎に対する抗ウイルス療法、治療後の定期的検査
・B型肝炎ウイルス非活動性キャリアに対する定期的検査
・化学療法や免疫抑制療法によるB型肝炎ウイルス再活性化の精査、治療
・非アルコール性脂肪肝に対する診断や線維化の評価
・肝硬変の診断や合併症（腹水貯留、肝性脳症など）の治療
・CT、MRIを用いた肝腫瘍の診断
・肝がんの診断と治療

　肝臓には、代謝・解毒・胆汁の生成などの働きがあります。
　B型肝炎やC型肝炎は肝硬変への移行や肝がんが発生する可能性が高く、治療適応があれば抗ウイ
ルス療法を行う必要があります。肝機能が正常なB型肝炎ウイルス持続感染者（非活動性キャリア）も肝
がんの発生リスクがあるため、自覚症状がなくても定期的に肝機能検査、腫瘍マーカー測定、腹部エコ
ーなどの画像検査を受けることが推奨されています。化学療法や免疫抑制療法によりB型肝炎ウイルス
が再活性化し、肝炎が重症化することが報告されています。治療の前にB型肝炎ウイルスに対する検査
を行う必要があり、B型肝炎ウイルスが感染している場合や感染の既往がある場合には治療が必要にな
ることがあります。C型肝炎は治療で高い割合でウイルスを消すことができますが、ウイルスが消失した
後でも肝がんの発生リスクがあることから、肝がんの早期発見のため定期的に検査を受ける必要があり
ます。
　近年、飲酒とは関連のない脂肪肝（NAFLD）、特に非アルコール性脂肪肝炎（NASH）が増加してきてい
ます。NASHは自覚症状に乏しく、気づかないうちに肝硬変になっていることがあります。診断のために
は肝生検が必要ですが、MRIを用いた非侵襲的な肝硬度や肝脂肪化率の測定も可能です。
　自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎などの診断と治療や肝硬変に伴う腹水、肝性脳症などの治療
も行っています。
　肝がんに対しては腹部エコー、CT、MRIによる診断、ラジオ波焼灼療法（RFA）、肝動脈化学塞栓療法（
TACE）、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬による治療を行っています。
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新任医師あいさつ

　2022年5月より、古賀総合病院産婦人科で勤務させていただくことになりました、
徳永修一と申します。よろしくお願いいたします。
　私は、平成4年に宮崎大学産婦人科に入局しました。池ノ上 克 前宮崎大学学長、
島 浩 現宮崎大学学長のご指導の下、産婦人科医療に携わってきました。宮崎大学附
属病院での勤務に加え、宮崎県内二次施設、県立日南病院、宮崎市郡医師会病院、都
城医療センターで勤務させていただき、周産期医療、婦人科医療を行ってまいりまし
た。古賀総合病院は、地域医療支援病院として一次施設の先生方と協力して医療を

おこなっている施設です。私も貢献できるよう努力していきたいと思います。
　また、産婦人科医療の一つの分野である女性医学も行っていきたいと思っています。女性医学は、女
性のライフステージに応じた健康管理を行う医療です。対象となる病態は多岐にわたります。思春期の
月経痛、月経不順。性成熟期の月経困難症、月経前緊張症､プレコンセプショナルケア(妊娠にむけて身
体の評価、準備、治療)。更年期の女性ホルモン欠落症状、脂質異常症。老年期の老人性膣炎、骨粗鬆症
です。各ステージ特有の病態に適切な医療を提供していきたいと思っています。
　地域の先生方、皆様におかれましては、ご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

産婦人科　徳永 修一

です。各ステージ特有の病態に適切
地域の先生方、皆様におかれまし

　5月から産婦人科に赴任いたしました。植野典子と申します。
　産婦人科に入局して9年目になります。これまで大学病院や医師会病院、都城、延
岡の産科、婦人科、新生児医療に携わってきました。高鍋町出身であり、今後は西都
児湯郡地区の周産期医療にも貢献していきたいと思います。
　また、最近働く女性もとても増えているなと感じます。
女性は月経周期や思春期、更年期、老年期などのホルモン変動や結婚、出産、育児な
どのライフイベントによる環境の変化を通して、様々な心身の失調をきたすことがあ

ります。地域の女性の皆様が、色々な場面で活躍できるようにサポートできたらと思います。
　まだまだ不慣れなことも多いかもしれませんが、患者さまやご家族に寄り添った医療を提供すること
を1番に心がけ、チームワークを大事にし、女性医師としてできることを精一杯発揮したいと思います。
よろしくお願いいたします。

産婦人科　植野 典子

診療科紹介　精神科 精神科　部長　槙 英俊

　古賀総合病院にやってきまして、約15年になります。
　約15年は、比較的慢性期の患者さんの入院外来治療をおこなっていました。
　現在は、地域支援病院を取得したことを機に、より、地域に貢献するために、外来
治療より入院治療を重点的に行っています。外来治療は地域の精神科クリニックや
精神科病院にお願いし、入院治療が必要になったときに可能な限り速やかに入院
を受け入れることを目標としています。
　1ヵ月の入院患者数も以前は約10人くらいだったのですが、約35人くらいまで増
えています。
　ただ、理想と現実はなかなかギャップがおきるもので、施設・自宅で過ごすことが困難な患者さんの
入院期間が長期化し、入院依頼を断らざるを得ない状況になることもたびたび起こっています。
　どうにか、施設とも連携し、今後はより円滑に入退院を行えることを目指していこうと考えています。
　入院加療が必要な患者さんがいましたらご紹介ください。
　今後ともよろしくお願いします。



　いつも地域支援病院の先生方には大変お世話になっています。
　JCEP(卒後臨床研修評価)とは、国民に対する医療の質の改善と向上をめ
ざすため、臨床研修病院の研修プログラムや人材育成等の調査・評価を行う
ものです。いわゆる研修教育の品質保証のようなもので、全国の病院　約
8300施設のうち、臨床研修病院は1037施設、JCEP認定病院は294施設です。
　当院は2018年4月に初回認定を受け、2022年2月に書面調査と訪問調査
を受審しました。「プロフェッショナリズムを持って、地域社会に貢献できる医
療人を育てる」当院の研修と、それを全職員で支える教育体制に高い評価を
受け、2022年4月1日付で4年間の認定更新を受けました。
　よりよい医師を育てるために、引き続き益々のご支援をよろしくお願い申
し上げます。

JCEP 認定更新のご報告 臨床研修センター長　楠元 寿典

研修終了証と白衣の贈呈が行われます。
地域の先生方のもとに、古賀総合病院で研修を受
けた医師が伺います。

良医を育て社会に貢献するために、研修医育成を
行っており、2019年からフルマッチ（定員充足率
100%）の人気研修病院です。

ホームページ内のブログでは研
修医の姿もご覧になれます。

一人一人の研修医に医師以外
の病院職員がメンターとしてサ
ポートを行います。

初期研修医は、患者体験で病棟
への入院体験を行います。

当日は3名の訪問調査者による
評価判定・調査が行われました。

書類調査は病院機能から研修医
の処遇に至る全115項目の山の
ような調査。

松浦、楠元、西、田中、安永、専任
職員2名が優しく対応します。

古賀総合病院BLOG



関連施設紹介　古賀駅前クリニック放射線技術室 室長　富山 朋和

　古賀駅前クリニック放射線技術室は、診療放射線技師4名と今年5月採用の助手1名で構成さ
れ、放射線科とともに各診療科や地域の先生方からの放射線検査依頼にお応えできるよう業務
に従事しています。
　当施設は一般撮影装置2台、CT装置1台、MRI装置1台、マンモグラフィー装置1台、X線透視装
置2台、前腕骨密度測定装置1台を有しており、1階が「古賀駅前クリニック」、2階に「古賀健診セ
ンター」、3階に「メディカルフィットネスフィオーレ」を備えた複合施設で、午前中は主に健診受
診者の検査を、午後からは検査紹介いただいたCT、MRI検査を行っています。また、今年10月に
は駅前クリニックにおいても電子カルテの本稼働を予定しており、古賀総合病院との連携のみ
ならず、院内外予約検査に対する効率的かつ、安全な医療提供に役立てていけるものと期待し
ています。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各検査予約をいただくうえで様々なお願いと、今
年2月からの木曜日午後の休診開始にてご迷惑をおかけしていますが、患者さんや先生方への
一助となるようスタッフ一同努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

技師歴：8年　資格：マンモグラフィー
撮影認定診療放射線技師・空手初段

好きな食べ物：ハヤシライス
4月から勤務しています。まだまだ慣れないこと
が多いですが頑張っていきます。

趣味：野球観戦
好きなこと：二度寝

5月から助手としてお世話になっております。不
慣れなことも多々ありますが、少しでもお役に立
てるように頑張ります。

技師歴：20年 資格：マンモグラフィ
ー撮影認定診療放射線技師

趣味：音楽鑑賞（Mr.children）、旅行今年で技師
歴20年、ミスチル追っかけ歴30年になりました。
お気軽に話しかけてください。

技師歴：27年　趣味：フライフィッシング
優秀なスタッフに支えられながら放射線検査業務に従事しております。
検査紹介などお気軽にご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。

技師歴：19年　資格：マンモグラフィ
ー撮影認定診療放射線技師

2児の母です。仕事と子育ての両立を頑張ってま
す。

主任　診療放射線技師　長友 千草 診療放射線技師　斉藤 亜紀

診療放射線技師　福井 照美 助手　小谷 明日香

27年　趣味趣味趣味趣味：フ：フ：フフライライライライフフィフィフィ シッシッシッシ グングングングング
スタッフに支えられながら放射線検査業務に従事して

室長　富山 朋和
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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 7 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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基本方針基本方針
組織マネジメントの遂行組織マネジメントの遂行


