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兼 内科部長

久永 修一

昨年の7月この広報誌（フィオーレKOGA）で挨拶をさせていただき、早くも1年を経過しまし
た。その時はAfterコロナと言える時を早く迎えられるようにがんばりましょうという文で終わり
ました。
しかしながら、現在（2022年8月末）
も非常に厳しい状況が続いています。第7波は、
まだ
まだ収束する気配がなく、宮崎県の患者発生状況（1週間の10万人当たり患者数）は、8月20日
全国一位となってしまいました。病院内クラスターの発生、職員の家族内発生（濃厚接触者）な
ど毎日毎日がCOVID-19感染症の話をしない時はない状況です。重症化率がアルファ株やデル
タ株よりは下がっているとはいえ、数が増えれば入院患者数も増加するのは仕方がない状況で
す。地域医療支援病院として、連携施設からのご依頼をなるべくお断りしないようにさらに気軽
に依頼していただけるように日頃より努力しているつもりではありますが、病院内クラスターや
人員不足などのため一時受け入れが十分できなくなりご迷惑をおかけしていることをお詫び
いたします。
第7波の大きな波は、私の専門の透析部門にも押し寄せています。
これまで透析患者は重症
化リスクが高く、感染した場合入院下での加療が一般的でしたが、患者数の増加により2022年
7月から宮崎県においても医師の判断で外来加療も可能となりました（入院させたくても入院
のベッドが不足しているということです）。当院のCOVID-19感染透析患者の受け入れ状況とし
ては、2020年1人、2021年4人、2022年1月〜6月11人と入院加療を行ってまいりましたが、7月以
降入院加療7人、外来加療13人と急速に増加しています。幸いなことに重症化した症例は1例の
みで、宮崎大学医学部附属病院での加療後、再度当院へ転入院となり、全員元気に退院されて
います。マンパワー不足や空間的隔離で透析台が使用できないなどのため、入院をお断りしな
いといけない状況が続いておりご迷惑をおかけしております。
今後、国の方針として全数把握より定点把握への移行が示されており、将来的には指定感染
症の2類より5類への変更もあるかもしれません。不顕性感染や未治療の患者さんが来院され
る可能性も高くなるものと考えています。いかに病院内でのクラスター発生を抑え、地域医療支
援病院としてのニーズに答えていくかがこれからの課題かと考えられます。地域の先生方にも
これからもご迷惑をおかけすることが多々あるかもしれませんが、
ご指導・ご支援をよろしくお
願いいたします。

登録医のご紹介

むらい内科クリニック
〒880-0841
宮崎県宮崎市吉村町島田甲 730 番地 3
TEL：0985-20-5560
診
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内 科・リウマチ科

院長 村井 幸一 先生

当院は、宮崎市東部のイオンモール宮崎の近くに位置する内科・リウマチ科の無床診療所で
す。私は、宮崎医科大学（現・宮崎大学医学部）を1983年に卒業し、母校で膠原病・感染症の診
療に携わっていましたが、2004年5月、現在地に開業しました。外来患者さんの半分は膠原病、
残りが一般内科疾患です。膠原病では、関節リウマチとその他の膠原病がさらに半数ずつとい
う構成です。宮崎市および周辺地域の膠原病の診療は、宮崎大学医学部附属病院、県立宮崎
病院、宮崎善仁会病院といった膠原病科のある総合病院と、当院のような無床診療所の連携
がきちんとなされており、当院では主に軽症〜中等症の関節リウマチやその他の膠原病の患
者さんを中心に診療しています。重症例が少ないとはいえ、膠原病・リウマチの患者さんは様
々な合併症を併発し、専門医や入院施設を有する病院への紹介が必要となることがしばしば
です。合併症の中でも特に腎臓病、甲状腺などの内分泌疾患、皮膚病変は頻度が高く、古賀総
合病院にはそれぞれの専門医がおられ、施設も充実しており、紹介も快く引き受けてくださり
感謝しております。大学病院に勤務している時からお世話になった先生も多く、古賀総合病院
の存在は心強い限りです。
これからも古賀総合病院と連携しながら宮崎の医療に貢献していき
たいと思います。

診療科紹介

放射線科

放射線科

部長

田中 隆

放射線科には放射線科専門医2名、診療放射線技師16名のほかに助手3名、看護師
1名が在籍しており、業務はCT, MRI, RI, 血管造影装置を用いた画像診断とリニアック
装置を用いた放射線治療を行っています。
【画像診断】
CT (装置：GE社製 64列CT) : CTはX線を使った断層撮影検査です。当院では胸部、腹部
領域を中心に年間8,500件ほどの検査を行っています。また、近年では循環器科との
協力のもと冠動脈CT検査や、消化器内科・外科との協力のもとCT-Colonography検査（大腸カメラを使用
しない大腸検査のひとつ）などの最新の知見に即した検査も導入しています。
MRI(装置：Philips社製 3.0T) : MRIは高磁場を用いた検査になります。当院では腹部領域や頭部など年間
3,000件ほどの検査を行っています。
核医学(装置：GE社製 8列MDCT搭載型SPECT-CT)：RIは放射線を出す薬剤を用いた検査、治療です。循環
器（心臓）、骨、甲状腺を中心とした検査を行っています。
また、バセドウ病や甲状腺がんに対する131-I内
用療法も行っています。
血管造影(装置：GE社製30cm角FDP) : 血管造影検査はカテーテルと呼ばれる細い管を血管内に刺入し、
造影剤を注入して血管を描出する検査です。
また、
カテーテルより抗がん剤を注入する治療方法もあり、当
院では肝細胞がんの動注化学療法や狭くなった下肢血管のカテーテル治療（血管拡張術）をなど行って
います。
上記検査につきまして常勤の放射線専門医2名
で読影を行い、検査結果報告書を作成（原則検査
日と同日）
しています。
CT,

MRI検査につきましては通常の検査予約の

ほか当日でも検査可能であれば対応いたします。
まずお電話でお問い合わせください。
CT装置は来年2月に、血管造影装置は今年秋に
最新機種への更新を予定しています。
【放射線治療】
放射線治療(装置：Varian社製) : 前立腺が
ん、乳がん（手術後）、転移性骨腫瘍など年間
140件ほどの治療を行っています。前立腺が
ん治療につきましては泌尿器科との協力の
もとにSpace-OARを併用した治療を行って
おり、合併症の低減に努めています。
放射線治療は体への負担が少ない治療で
ご自宅からの外来通院で可能な治療です。
ただし、遠方や体力低下などで通院が困難
な場合は入院治療についても対応していま
すので、
まずお電話にてご相談ください。

【 冠動脈CT 】

【 CT-colonography 】

診療科紹介

産婦人科

産婦人科

部長

谷口 肇

当科は2022年より、産婦人科専門医5名体制で診療を行っています。産婦
人科には、妊娠や出産にかかわる
「産科」、女性特有の疾患を扱う
「婦人科」、
不妊症などの「生殖・内分泌」、更年期、思春期などの「女性のヘルスケア」の
４つの分野があります。当科ではこれらの疾患に対して幅広く診療を行って
います。当院には女性医師も在籍しています。初めて受診される方も相談し
やすいと思いますので、安心してご相談ください。
当院は、地域周産期母子医療センターの指定を受けています。県央地区における産科二次
施設として、宮崎県周産期医療ネットワークの一翼を担っています。年間約450件の分娩を行
っており、ハイリスク妊娠や内科疾患（甲状腺疾患や糖尿病など）合併にも対応しています。産
科セミオープンシステムを導入しています。産科セミオープンシステムは、正常妊娠を対象に
通常の妊婦健診はかかりつけ医で、分娩は当院で行うものです。いつでも母体や胎児の急変
により迅速に対応できるためのシステムで、宮崎市を中心に４つの診療所と提携して行って
います。また新型コロナウイルス感染症の感染拡大後は，陽性妊婦の受け入れも積極的に行
っています。
婦人科領域では、主に子宮筋腫や卵巣嚢腫などの良性疾患に対して、低侵襲で入院期間も
短い腹腔鏡下手術を積極的に行っています。子宮内膜ポリープや子宮粘膜下筋腫に対する子
宮鏡下手術なども実施しています。悪性疾患に関してはガイドラインに沿った標準的治療を
行っており，重症度に応じ，宮崎大学産婦人科と連携を図りながら診療にあたっています。
生殖・内分泌領域では当科は高度生殖医療センターを有しており、体外受精、顕微授精等の
高度生殖医療を行っています。診察、検査、採卵、移植等全ての診療行為を当院の医師が責任
を持って行います。
女性ヘルスケア領域では、月経不順、月経困
難症、
プレコンセプショナルケア、更年期障害、
脂質異常症、骨粗鬆症など女性の一生を通し
て、女性の健康を守るという予防医学の観点
も交えて診療にあたっています。
今後も地域の先生方と連携を円滑にできる
よう、紹介患者さんに対する質の高い医療を
提供してまいります。
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活動紹介

母親学級

師長 田代 和代

当院の産婦人科病床数は39床・NICU3床・GCU6床を有しており、地域周産期母子医療センタ
ーの役割を担っています。
また、地域の産婦人科一次施設や助産院とのオープンシステムも導入
しており、昨年の分娩件数は経腟分娩445件となっています。産婦人科病棟には現在、29名の助
産師（アドバンス助産師11名）、12名の看護師が勤務しています。オープンシステムを導入してい
ることから、外来受診時の保健指導では当院助産師との面談回数が少ないこともあり、集団での
母親学級や両親学級を実施しています。
しかし、
この数年間、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、集団での母親学級の中止、外来
での保健指導の制限、入院中の面会制限、立ち会い分娩の中止など余儀なくされてきました。そ
んな中、感染対策を考慮した情報提供の場として、集団ではなくオンライン（ZOOM）を活用し対
応しています。開催当初は不安な面もありましたが、職場（休憩時間）からの参加、県外からの参
加といった、
ライフスタイルに応じた開催ともなっています。
「妊娠編」では妊娠中の身体作り、
「
分娩編」
では分娩経過や分娩各期の過ごし方、
「母児・育児編」
では母乳育児に関すること、
「両親
学級」
では夫の育児参加にむけた支援と各期に応じた内容です。
また、当院は県内の助産学生や
看護学生の教育の場となっていますが、コロナ
禍で臨床での実習ができなくなっています。母
親学級へオンラインで参加してもらい、少しで
も学生指導に携われるように学校と調整してい
ます。
コロナ禍で出産や育児を迎える妊産婦と家
族に対し、安心して出産・育児ができるよう、ス
タッフ一同頑張って支援させていただきたいと
思います。

関連施設紹介

春草苑

師長

宮永 由美

「春草苑」は、平成8年に古賀総合病院に隣接し病院併設型施設として開苑しました。
「地域とのふれあいを密接にし、利用者の気持ちに寄り添い、
自立・家庭復帰のお手伝いや、なにより明
るい雰囲気で満足していただける療養生活の提供」を念頭に、入所サービス・短期入所療養介護・通所リ
ハビリテーション
（デイケア）を実施しています。
ご利用条件は、病状が安定期にあり入院や治療の必要はないがリハビリテーションや看護・介護を中
心とした医療ケアを必要とする、要介護度1〜5、要支援1・2の認定を受けられた方々です。ケアマネージャ
ーが作成したケアプランに基づいてサービスをご利用することが出来ます。
通所リハビリテーション
（デイケア）は、昼間だけご利用いただける介護保険サービスです。
リハビリテーション・レクリエーション・食事・入浴サービス等の自立援助を行うとともに、趣味活動など
を通じ、生きがい作りのお手伝いをいたします。
利用時間は、通常6〜7時間です。
ご利用者の方々の体調や生活に合わせた時間の提供もしていますの
でご相談ください。
＊送迎の様子＊

＊理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がご利用者に
合わせたリハビリをサポートします＊

＊管理栄養士が、
バランスのよい食事を考えております＊
（楽しみな 月１回の行事食）

＊大浴場＊

疾病や嚥下機能の低
下 などの 症 状 に 合 わ
せた食事も対応します

新型コロナウイルスの流行が始まり3年目、出口が見えかけてきたかと思うと新たな変異型の出現に、
未だ予断を許さない状況が続いています。
ご利用者全員にマスク着用いただくことが困難な場合もあり、
さらに近距離での援助が不可欠なことも多いため、一般の感染予防ラインより厳密に対処していかざるを
えず、
ご家族にはご理解とご協力をお願いしている状況にあります。
今後も、基本的な感染対策を継続しながら、利用者が安心して施設生活を送ることができるよう、職員一同
頑張っていきたいと思います。

理念

基本方針
組織マネジメントの遂行

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

＜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。
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【フィオーレ KOG A 看護専門学校】
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2 丁目 2-10
TEL

0985-38-8010

【介護老人保健施設

FAX

0985-38-8020

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
宮
崎
西
IC

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

・鍼伮院フィオーレ (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
TEL

0985-39-8127

・居宅介護支援事業所
TEL

0985-39-9150
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FAX 0985-39-9160
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