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［P1］

理事長・院長より特別メッセージです

スマートフォンで「Crevelate AR」をインストール。
iPhoneをお使いの方は AppStore、Androidをお使いの
方は Google Play で「Crevelate AR」を検索、ダウ
ンロードします。

QRコードからダウンロード

STEPSTEP

1

STEPSTEP

3

STEPSTEP

2 Crevelate ARを起動して左記のQRコー
ドを読み取ります。動画を見る準備完
了です！！

宗像水光会総合病院
M U N A K ATA  S U I K O K A I  G E N E R A L  H O S P I TA L

チャンネル設定
完了です。

➡
動画が再生！！

※アプリは無料ですが、ダウンロードやご利用時にかかる通信料は利用者様のご負担となります。※動作時間は回線速度・電波状
況により異なります。※アプリの内容の全部または一部を利用者様に事前の告知無しに変更する場合がありますのであらかじめご了
承ください。

宗像水光会総合病院 理事長

津 留 英 智
宗像水光会総合病院 院長

田 山 慶 一 郎

〈例〉

［P3］ ［P4］

以下の手順に従って動画をご覧ください

スマートフォンを
かざすと動画が
再生されます 動画

↓動画マーク　　　　　があるページの画像にかざすと動画が再生されます。動画

［表紙］

動画

動画

動画

動画 動画



　これから迎える少子高齢社会において、可能な限り住み慣れた地域で、いきいき
とその人らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるように、包括的な支援・
サービス提供体制の構築を目指す「地域包括ケアシステム」が、現在国策として進
められています。水光会グループは、1965年（旧）津留外科病院としてこの地域に
22床で開業してから、24時間365日一日も休むことなくこの地域の救急医療を担っ
てきました。1990年に宗像水光会総合病院（300床）として現在地に新築移転して
からも、『いつでも、どこでもだれにでも必要で適切な医療を効率的に提供する～
地域と共に～』を理念とし、一貫して地域の医療・介護・福祉・検診予防医学・健
康増進事業・看護専門学校の運営に至るまで、地域に密着した複合的ケア事業
に取り組んでいます。
　我々が開業以来およそ約半世紀以上にわたり、この地域で実践してきた医療・
介護・福祉は、まさに「地域包括ケアシステム」の礎となるものでした。これから
2040年の未来を見据えて、子供たちから高齢者まで多世代が交流し、地域全体で
互助、共助の心で互いを支えあう共生社会を作っていくことも視野に入れながら、
地域の病院、診療所、その他在宅ケア・介護施設、そして自治体ともさらに密な連
携をとり、地域の皆さまの安心・安全を守り、住みよい暮らしをしっかりサポートで
きるように、地域を守るケア複合体として職員一同力を合わせて頑張っていきます。

　当院は、今急速な発展を遂げつつある宗像・福津地域での唯一の総合病院で
す。開設以来50年間、一日も外来を休むことなく救急医療を行って参りました。
　現在、「決して断らない」医療を目指して年間3,000台以上の救急車を受け入
れ、手術数も1700例を超えるような「急性期医療」を行っております。しかしそれだ
けでなく、急性期の治療が終わっても、その後の患者さんの生活がよりスムーズに
なるように、退院後の介護を含めた「道筋」をしっかりとお示しして行く。それに
よって、患者さんにとって真の意味での「安心」を与えられるような病院でありたい
と思っています。ほぼ全ての患者さんが北九州、福岡に行かずともこの地域で病気
を治し、暮らして行けることこそが「地域医療の充実」そのものであり、地域の皆
様方へ対する本当の貢献であると肝に銘じております。
　2018年には福岡県よりこの地域の「災害拠点病院」の指定を受け、天災、人災
に関わらず不慮の災害に対応できるように準備を行っています。職員一同、この地
域に何かあれば私達が皆様の支えにならなければならない、という強い自覚をもっ
て日々頑張っております。
「水光会があるから宗像・福津に住みたい」と言われるような病院が私どもの目
指す目標であります。この目標を達成するために日々努力を重ねて、皆様の「安全
で安心できる暮らし」の一助となって参りたいと思います。地域の皆様とともに愉し
い明日を考えながら、共に過ごして参りましょう。

ごあいさつ

社会医療法人水光会 理事長

津 留 英 智

宗像水光会総合病院 院長

田 山 慶 一 郎

病　院　名 　宗像水光会総合病院
開　設　者 　社会医療法人水光会
開設年月日 　1965年10月1日
理　事　長 　津留　英智
管　理　者 　田山 慶一郎（院長）
所　在　地 　〒811-3298　福岡県福津市日蒔野5丁目7番地の1
病　床　数 　300床
職　員　数 　1,016名（2020年4月1日現在）

病 院 概 要

・基幹型臨床研修病院（厚生労働省）
・久留米大学 医学部 教育関連病院
・九州大学病院関連病院
・財団法人 日本医療機能評価機構 認定病院（3rdG:Ver1.1）
・救急告示病院
・福岡県災害拠点病院
・福岡県災害派遣医療チーム（福岡県DMAT）指定医療機関
・社団法人 日本脳神経外科学会 専門医認定制度専門医訓練施設
・有限責任中間法人 日本脳卒中学会 認定研修教育病院
・社団法人 日本循環器学会 認定循環器専門医研修施設
・日本心血管インターベンション治療学会 研修施設認定
・3学会構成 心臓血管外科専門医認定機構関連施設
・社団法人 日本整形外科学会 専門医制度研修施設
・社団法人 日本内科学会 認定医制度教育関連病院
・社団法人 日本外科学会 専門医制度修練施設
・日本胆道学会認定指導医制度指導施設
・社団法人 日本泌尿器科学会 専門医制度関連教育施設
・社団法人 日本麻酔科学会 麻酔科認定病院
・財団法人 日本眼科学会 専門医制度研修施設
・社団法人 全日本病院協会 日帰り人間ドック実施施設
・社団法人 日本病院会 優良二日ドック施設
・全国健康保険協会 生活習慣病予防健診実施機関
・胸部ステントグラフト実施施設
・腹部ステントグラフト実施施設
・下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術実施施設

施 設 認 定 ・ 指 定 一 覧

水と光はきってもきれない関係にありま
す。水の表情と性格は光によって形を変
え、私達の前にあらわれます。
水の音は、人間が自然の中で一体となっ
て生きていることを教えてくれます。さ
らに、水は光によって輝き、やさしく強
く、生きる喜びを与えてくれます。
人間も、その身体は水と光によって生命
を保っています。シンボルマークの円は
光のもとである太陽の形を、中央は水の
波紋を力強くデザインしました。
これらのシンボルマークは国際的にも通
用する必要があります。そのために、日
本人の心である和の要素をマークの中に
にじませました。

アートディレクター

外来担当医表ページ

当院HP外来担当医表をご覧いただくこ
とができます。ご予約等の際にお役立て
ください。
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外来担当医表

シンボルマーク
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■心臓血管センター［循環器科部門］

　当院では、全身の心臓血管病に対して高度専門医療を提供することを目的とした心臓血管センターを開設しました。
循環器内科および心臓血管外科医師で24時間365日対応可能な体制を敷き、全ての心臓血管病に対応すべく、様々な
機器やスタッフを準備しております。

　当センターでは、虚血性心臓病・心臓弁膜症・心筋症・心不全・不整脈・閉塞性動脈硬化症・大動脈瘤などのあらゆる心臓血管
病に対してカテーテル検査、治療を行っています。
　近年のカテーテル検査数と冠動脈CT数は年間1,000例以上、PCIは年間200例以上、カテーテルアブレーションは150例以上と
なっており、あらゆる難治性の病態に対応できる心臓カテーテルチームが診療にあたっています。
　また、カテーテル治療が困難な場合には、心臓血管外科手術を行えるような体制になっています。

　2台の心臓カテーテル機器

□血管造影撮影装置

□血管内検査と治療

　画像診断技術の進歩により、心血管領域でもCTによって有用な情報を得られるようになってきました。
　当院では最新の64列と80列のマルチスライスCTを導入しており、非侵襲的に冠動脈の正確な評価が可能になりました。

□冠動脈CT

➡
64列マルチスライスCT装置 CTによる冠状動脈の3D画像 狭窄した冠動脈
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　PCI前（左下）と後（右下）の画像。赤矢印が狭くなっている
冠動脈。黄矢印がステント治療後の広がった冠動脈。

□冠動脈インターベーション（PCI）
　当院はロータブレーター実施施設に認定されています。
　従来法では治療困難な高度石灰化複雑病変の治療も可能です。

□ロータブレーターによるPCI

注）ロータブレーター実施施設は
心臓外科のある、PCIを年間200
例以上実施している施設が認定さ
れます。宗像福津古賀地区では当
院のみが認定されています。（近
隣では、JCHO九州病院、九州大
学病院があります）

　カテーテルアブレーションは不整脈に対する低侵襲的根治療法
として確立されており、心房細動、WPW症候群、発作性上室性頻
拍症、心房粗動、心房頻拍、不適切洞性頻脈、心室性期外収縮、心
室頻拍などすべての頻脈性不整脈を対象に治療を行なっていま
す。不整脈の起源、回路を同定し、治療標的を的確に診断するため
に最新の3次元マッピングシステム（EnSiteシステム）も活用し、高
い治療成績を上げています。

□不整脈に対するカテーテルアブレーション

□医学の発展のために学会発表や論文作成も積極的に行っています
＜臨床研究論文＞
1. J Arrhythmia 2017;33:283-288.
2. Int J Cardiol. 2016: 216: 151-155. 

＜症例報告＞
1. J Arrhythmia. 2018 in press
2. J Cardiol Cases 2017; 16: 85-88. ｠
3. Intern Med. 2017; 56: 523-526. ｠
4. J Cardiol Case. 2016; 14: 141-144. ｠
5. J Cardiol Case. 2016; 13: 133‒136. 

心臓血管センター長

古財　敏之

　心臓エコー装置、負荷心電図検査装置（トレッドミル、エルゴメーター）、24時間ホルター心電図、イベントモニター等の検査
機器を揃えて、検査や治療を行えるようにしております。

□心臓エコー装置 □負荷心電図検査装置 □イベントモニター

正常 不整脈

３次元マッピングシステム (EnSite)を用いた、心房細動に対する
カテーテルアブレーション治療

　植込み型デバイス
の認定施設になって
おり、徐脈性不整
脈、致死性不整脈、
重症心不全に対する
治療も可能です。

□ペースメーカー、植込み型除細動器、
　心臓再同期療法 　治療前（左下）と後（右下）の画像。赤矢印が狭くなって

いる下肢の動脈。青矢印がステント治療後の広がった下肢
動脈。

□末梢動脈インターベーション

動画

動画

動画
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■創傷治療センター■心臓血管センター［心臓血管外科部門］
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　近年、増加傾向にある糖尿病や閉塞性動脈硬化症(末梢動脈疾患)によ
る足病変に対してセンター化しチーム医療を行う施設が増加しています。
当院でも血管外科と形成外科が外来にてゲートキーパーとなり、血流障害
を診断し治療方針を決定しています。動脈硬化疾患については心臓血管セ
ンターにコンサルトし、治療開始に伴い大血管スクリーニングも行いま
す。血行再建はバイパス術や血管内治療のいずれも行っています。最近で
は下腿以下へのバイパス症例も急増しています。創傷治療では形成外科的
知識を導入し、適切なデブリードマン、局所陰圧閉鎖療法(NPWT)や植皮
を速やかに行い、創傷治療まで一施設で完結します。さらにフットケアや
フットウエア(1回/月)も行い、足病変の再発予防も行っています。

□当院におけるセンター化によるチーム医療
複数の専門医および多職種の医療従事者が対等に連携し質の高い医療を提供することを目標としています。
※当院は脈管学会認定施設(福岡県内8施設)であり、2名以上の認定血管診療技師にて血管エコーを行っています。

血行再建
心臓血管センター
血管内治療
バイパス術

創傷治療
形成外科

診　断
・バスキュラーラボ
　（※認定血管診療技師）

基礎疾患の治療
・糖尿病科（非常勤医師）
・透析センター
　腎科（非常勤医師）

再発予防
・皮膚科
・フットケア

（糖尿病認定看護師）
・理学・作業療法士
・フットウエア
（義肢装具士）

ゲートキーパー (外来 )
血管外科・形成外科

　日帰りのレーザー焼灼術が保健適応となり、当
院では2012年にレーザー治療を導入し、年間80
～100例程度の治療を行っています。また、硬化
療法も行っており、血管内焼灼術の指導医を取得
しております。静脈瘤の治療、静脈うっ滞性皮膚
炎については外来でご相談ください。

□下肢静脈瘤外来

➡
レーザー治療の様子 治療後の傷

数か所の小さな傷で治療できます。

　診断と治療を行っています。これらの疾患は後
遺症としてむくみ(浮腫)が継続するため、適切な
圧迫療法や生活指導が重要です。週1回隣接する
ウェルネスセンターで、リンパ療法士認定取得の
スタッフによるリンパドレナージ(保険外診療)を
行っております。また弾力ストッキングの着用指
導も弾力ストッキングコンダクター講習を受けた
看護師が行っております。

□深部静脈血栓症およびリンパ浮腫の診療

フットケアの様子 ストッキング着用指導の様子

血管外科 部長

岡崎　悌之

心臓外科 部長

小須賀　智一

　当科では、近年、欧米でも推奨されている[ハート・チーム(Heart team)]とし
て、内科(循環器科)とともに診療を行っています。欧米、本邦ともにガイドライン
の改訂に示されるように共通認識に基づいた治療戦略を立てて、より適切な診
療を行うことに努めています。具体的には狭心症、心筋梗塞といったいわゆる虚
血性心疾患に対してや末梢血管病変等に対し、それぞれの症例でカテーテル治療
が適しているのか、手術が適しているのかを議論、判断して治療方針を決め、治
療にあたっております。大動脈解離や大動脈瘤に対する手術は、開胸・開腹手術
と低侵襲ステントグラフト治療を病変の部位や形態に応じて対応しております。
　また急性大動脈解離や大動脈破裂等、命に関わる救急疾患についても24時間
365日緊急手術に対応しております。その他心臓弁膜症を含め、様々な開心術も
行い、心臓血管手術症例は年間300例を超す数字となっています。

□心臓血管外科 手術症例（2019年度）

分類 術式 入院症例

冠動脈疾患手術

弁膜症手術

その他開心術

胸部大動脈瘤

腹部大動脈瘤

血管外科手術

その他の手術

冠動脈、大動脈バイパス移植術(CABG)

大動脈弁置換術(AVR)

僧帽弁置換術(MVR)

三尖弁置換術(TVR)

弁置換術(2弁のもの)

僧帽弁形成術(MVP)

不整脈手術(メイズ手術)

心膜切開術

大動脈瘤切除術(上行大動脈)

大動脈瘤切除術(上行大動脈+弓部大動脈)

ステントグラフト内挿術

大動脈瘤切除

ステントグラフト内挿術

血管移植術、バイパス移植術

下肢静脈瘤手術

動脈塞栓除去術

動脈血栓内膜摘出術

四肢の血管拡張術・血栓除去術

内シャント設置術

四肢切断術

その他手術

　　　　　　　　　　　　　　　　　総計

23例

6例

2例

1例

4例

2例

7例

2例

10例

9例

14例

7例

5例

27例

78例

2例

4例

1例

17例

31例

60例

312例

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital
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■救急科■内視鏡センター
　当院は365日24時間の安心と患者中心の医療を目指し、
いつでも誰でも様々な症状の救急患者に対応できるように
総合的な救急医療に万全の準備をしています。
　心停止をはじめ、重症感染症、脳卒中、急性大動脈解離、
心筋梗塞、悪性腫瘍の急性憎悪といった日本の死因上位を
占めるあらゆる疾患に対応しています。
　総合病院として各専門家にサブスペシャリティーを持つ専
門医も待機しており救急治療だけでなくその後も継続した診
療のできる体制を整えています。
　スタッフの雰囲気は明るく優しく、メリハリのある現場です。
最新の医学的根拠に基づく治療を行っており、後手に回らな
い診療をテーマに若手医師への指導を通して人材育成にも
努めています。

　検査機器は最新機種であるOLYMPUS 290シリーズ「EVIS LUCERA ELITE」を2台導入しており、胃や大腸の検
査・治療を行える体制を整えております。
　また、患者さんがリラックスできるように待機室にはリクライニングシートを設置し、苦痛が少なく検査・治療が行
えるように準備しています。

　内視鏡治療として、出血性病変に対
する内視鏡的止血術や大腸ポリープに
対する内視鏡的粘膜切除術（EMR）を
行っています。さらに早期胃癌や早期
大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥
離術（ESD）もおこなっています。

救急科 部長

廣郡　聖妙

特定集中治療室部長
救急科 医長

堀　英嗣

救急搬送件数

2016年度 3,162件

2017年度 2,987件

2018年度 3,293件

2019年度 3,158件

検査数・手技数（2019年度）

2,902例上部（食道・胃・十二指腸）

大腸 886例

内視鏡的止血術 40件

内視鏡的粘膜切除術（EMR） 166例

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD） 17例（胃：12例、大腸：5例）

2名の救急看護認定看護師が活動しております。

内視鏡検査

☆内視鏡的止血術

　胃潰瘍からの出血に対して、内視鏡（胃カメラ）を用いて止血処置を行います。処置後は通常1週間以内には
退院可能であり、内服薬（飲み薬）の継続により2ヶ月程度で潰瘍は治癒します。胃潰瘍は多くの場合はピロリ
菌が関係していることが多いため、治癒後に除菌治療を行います。

☆内視鏡的
　粘膜下層剥離術

　早期の胃癌に対して、内視鏡（胃カメラ）を用いて切除を行います。外科手術による胃切除と比較して、胃自
体を切除しなくてもよいことが利点です。体への負担も少ない治療法であり、通常は1週間程度の入院で治療
が可能です。

出血性胃潰瘍 治療直後 治療後2ヶ月

切除前（早期胃癌） 切除中 切除標本

動画

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital



「安心・安全・安楽な透析医療の提供」をモットーに医師・看護師・看護補助者・臨床
工学技士・管理栄養士・医療相談員など多職種が専門知識を活用して連携を図りチー
ム医療に取り組んでいます。
　現在ベッド・コンソール共に50床（台）を備え、外来維持透析のほか、入院患者の血
液透析、緊急・臨時（帰省・出張）透析などに随時対応しており、状態に応じて特定集
中治療室で血液透析を行っています。
　総合病院である当院では、透析通院しながら合併症治療が行えます。常勤医師は1名、
非常勤医師5名（久留米大学4名、産業医科大学1名）で診療を行っています。透析患者
の併存疾患の治療に対しても他診療科と連携して対応しております。また介護支援が
必要な患者さんの社会福祉相談にも応じています。
　血液透析導入は状態に応じて入院または外来通院で行います。導入後、栄養・体重・
内シャント等の自己管理指導を行い継続的に支援していきます。血液透析を継続していく上で必要な内シャント作成
や血管拡張術（PTA）も行っています。 
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■内　科

■透析センター

□当院で行っている血液浄化療法

透析時間は原則4～5時間、3回／週

※午後透析対象患者：自立されている方

午前（入室 8：30~）※送迎あり

午後（入室14：00~）※送迎なし

月

○

○

火

○

水

○

○

木

○

金

○

○

土

○

日

■外　科
 胃がん、大腸がん、肝胆膵がんといった消化器がんや乳がんの診断、
治療を中心に治療ガイドラインに沿ったエビデンスに基づいた標準治
療を行っています。虫垂炎、胆石、ヘルニア、痔核などの良性疾患、一般
外科はもちろんのこと腹膜炎などの救急疾患にも迅速に対応できるよ
う心がけています。
 また当科の特徴としてさまざまな手術疾患に対し積極的に鏡視下手術
を導入しています。早期胃がん、大腸がんのほか、胆石性胆嚢炎、虫垂
炎、直腸脱、ヘルニア(腹壁瘢痕ヘルニア、鼠径ヘルニア)、気胸といった
良性疾患に対しても積極的に導入しています。特に胆石症、虫垂炎にお
いては美容的にも優れた単孔(創)式腹腔鏡手術を行っています。また
がんの化学療法、胃瘻造設なども当科で行っています。

　乳がんの診断とガイドラインに準じた治療を行ってい
ます。
　乳房温存術、センチネルリンパ節生検など。

　痔核、裂肛、痔瘻の診断・治療を行っています。
　適応症例には出血のリスク、疼痛の少ないALTA療法も行っています。

　進行乳がんやリンパ節転移症例には術前化学療法を行
い、より安全で確実な治療を目指しています。

□乳腺外科

マンモグラフィ

肝胆膵外科　部長

石川　博人

乳腺・消化器外科　部長

岸本　幸也

　　腹腔鏡を用いた安全で体にやさしい低侵襲な手術を
　取り入れています。

　　肝胆膵外科は肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、脾臓などの疾患に対する手
　術や局所療法および薬物療法をふくめた集学的治療を行っています。
　また、肝臓および膵臓の手術には鏡視下手術を積極的に導入し、患者
　さんに優しい手術を目指しています。

細径鉗子を用いた腹腔
鏡下虫垂切除術おへそ
を縦切開し、皮下に
5mmのカメラと5mm鉗
子を挿入。恥骨直上に
細径鉗子を挿入、傷が
目立たない手術が可能
となります。

□消化器外科 □肝胆膵外科

当科で行われている腹腔鏡手術
・腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術・腹腔鏡下幽門側胃切除術
・腹腔鏡下噴門側胃切除術　　　　・腹腔鏡下回盲部切除術
・腹腔鏡下胃全摘術　　　　　　　・腹腔鏡下横行結腸切除術
・腹腔鏡下結腸右半切除術　　　　・腹腔鏡下低位前方切除術
・腹腔鏡下S状結腸切除術　　　　 ・腹腔鏡下虫垂切除術
・腹腔鏡下直腸脱根治術　　　　　・腹腔鏡下肝のう胞切除術
・腹腔鏡下胆嚢摘出術　　　　　　・腹腔鏡下膵体尾部切除
・腹腔鏡下脾臓摘出術　　　　　　
・腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術
・腹腔鏡下鼠経ヘルニア根治術（TAPP法）
・腹腔鏡下鼠経ヘルニア根治術（TEP法)

当院での肝胆膵外科手術

尾
側

左
手

頭
側助

手

右
手
5
m
m
鉗
子 細

径
鉗
子

カ
メ
ラ

術
者

　内科では、呼吸器、消化器、肝臓、血液、腎臓、糖尿病等幅広
く、患者さんを診察できるように常勤医師、非常勤医師にて体
制を敷いて対応しています。かかりつけ医より紹介を受けた際
には、当院で精査・治療を行い、その後安心してかかりつけ医
に戻っていただけるよう連携を行い、住み慣れた地域で生活で
きるようにサポートいたします。当院は宗像・福津地区におけ
る唯一の夜間救急対応可能な施設です。この時間帯における
入院総数は内科が多数を占め、これにも十分対応できる体制
を整えています。さらにこの地域の特質として高齢者の入院が
多いことがあげられます。高齢者は、重症化する場合が多いこ
とに加え、複数の疾患を合併する、認知症が深刻な影響を持
つ、各臓器の予備能が脆弱である等、多様な問題を抱えており
ます。内科診療は、高齢者に特有な“様々な疾患の最後的な複
合”に対応できるものでなければなりません。少子高齢化が進
む中、多様な地域医療に貢献できるような総合病院の内科部
門として努力しています。

内科 統括部長

吉武　清伸

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

透析センター長

岡崎　悌之

・血液透析療法（HD）・血液濾過透析療法（HDF・オンラインHDF）・限外濾過法（ECUM）・持続的血液濾過法（CHDF）

　従来の痔核切除術と異なり、痔核の無痛域に注射を行うた
め、出血のリスクや、術後疼痛が少なく、入院期間も短縮され
ます。当院は本法実施可能な医師が常勤している『ALTA両方
実施施設』として認可されています。

□肛門外科

ALTA療法による痔核根治術

・肝部分切除
・亜区域切除
・外側区域切除
・左（右）葉切除
・前（後）区域切除
・内側区域切除
・中央二区域切除
・左（右）3区域切除
・尾状葉切除
・肝 - 膵頭十二指腸切除
・腹腔鏡下肝部分切除
・腹腔鏡下肝外側区域
　切除
・ラジオ波焼灼術

・膵頭十二指腸切除
　（PD）
・膵体尾部切除（DP）
・血行再建を伴う
　PDおよびDP
・DP-CAR
・膵全摘
・膵中央切除
・膵核出
・膵部分切除
・Frey手術
・腹腔鏡下膵体尾部
　切除

・左（右）葉切除+尾状葉+
　胆管切除
・左（右）3区域切除+尾状葉+
　胆管切除
・胆嚢床切除
・肝中央下区域切除
・乳頭部切除術

・門脈塞栓術
・腹腔鏡下嚢胞開窓術
・膵胆管合流異常に対する分流
　手術
・脾臓摘出術
　（腹腔鏡下脾臓摘出術）

肝臓 膵臓 胆道

～その他～



■泌尿器科■脳神経外科

□2019年の主な手術　総手術624件

体外衝撃波結石破砕装置 経尿道的内視鏡手術（レーザー）の様子
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　泌尿器科は、尿路（腎臓、尿管、膀胱、尿道）、男性生殖器（前立腺、精巣など）の病気、例えば結石、感染症、泌尿器
がんなどの診断から治療、手術までを行います。治療対象は男性だけでなく、女性特有の臓器脱（子宮脱、膀胱脱な
ど）や腹圧性尿失禁の治療、手術も行っています。
　特に腹腔鏡手術、内視鏡手術には力を入れており、ほとんどの手術を内視鏡で行っております。2019年は全部で
624件の手術を行いました。

　加齢や出産などで骨盤の筋肉が弱くなると、膣から臓器が脱出してくる骨盤
臓器脱や、咳やくしゃみなどで尿が漏れてしまう腹圧性尿失禁という病気が起
こります。薬や体操で改善しない場合には手術が必要になります。骨盤臓器脱
に対しては腹腔鏡下仙骨膣固定術という手術（メッシュを用いて膣尖部、また
は子宮頸部を仙骨に固定する方法）を施行しております。この手術は2014年に
保険治療としてできるようになり、当院では2015年から開始いたしました。過
活動膀胱や切迫性尿失禁に対して、薬によるコントロールが困難な場合には、
ボトックスの膀胱壁内注射や仙骨神経刺激装置植え込み手術なども行ってお
り、治療方法の選択肢は広がっております。

□泌尿器科治療の紹介
・女性泌尿器科、尿失禁の治療について

　主に体外衝撃波による破
砕と、経尿道的に内視鏡を
用いた手術を行っています。
　結石の種類、位置、大きさ、
硬さなどで治療が変わって
きますので、最適な方法を
提案させていただきます。

・結石の治療

・前立腺肥大症の新しい手術療法としてツリウムレーザーという新しいレー
ザー装置を導入し、ツリウムレーザー蒸散術(ThuVAP)を開始しております。
従来の経尿道的切除術に比較して、短時間で出血の少ない手術が可能となり
ました。

　現在、常勤医師4名（全員脳神経外科専門医、うち3名脳卒中専門医）および非常勤医師4名（脳神経外科医3名および神
経内科医1名）体制で脳神経外科疾患から神経内科疾患まで幅広く診療し
ております。特に、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血、頭部外傷に対してCT、
MRI撮影、血管撮影や緊急手術を24時間体制で対応しています。2019年10
月一次脳卒中センターの認定を取得後より福岡大学筑紫病院脳神経外科 
東教授のバックアップをいただき、急性期の血栓回収療法（血管内の血栓
をカテーテルによって直接回収する方法）や脳動脈瘤コイル塞栓術など血
管内治療（カテーテル治療）を24時間実施できる体制としています。 
　脳外科手術では術前のCTやMRI、血管撮影の画像を駆使して徹底した手
術シミュレーションを実施し、最適な開頭範囲や手術侵襲が少ない神経内
視鏡下血腫除去術の検討に利用して手術が安全に実施できるように心がけ
ております。 

脳神経外科 部長

木下　良正

福岡大学筑紫病院
脳神経外科

東　登志夫教授

泌尿器科 部長

寺戸　三千和

■頸動脈狭窄症に対するステント留置術

■急性脳動脈閉塞に対する血栓回収術

開頭せずに足の付け根の動脈を経由して血管内から破裂
した脳動脈瘤にコイルを入れていき再破裂しないように処
置します。

脳梗塞の原因となる頸動脈の狭窄に対して血管内からバルーン
（風船）で拡張させたあと、ステント（金属の筒）を挿入すること
で血管内の血流がスムーズに流れるようにします。

脳血管に血栓がつまり急性閉塞を生じた場合は、重篤な麻痺、もしく
は命に関わることがあります。足の付け根の動脈を経由して頭蓋内の
血管までカテーテルを進めて直接つまった血栓を除去することで血流
を早期に再開させ、麻痺の改善や寝たきり回避が可能となります。

■脳内血腫に対する局所麻酔下内視鏡手術

脳内血腫に対して大きな開頭手術ではなく、局所麻酔による穿頭部
（直径約1.2cm程度の小さな穴）から神経内視鏡を用いて血腫を
除去します。

術前 術後

術前 術後

■くも膜下出血をおこした破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術

術前 術後

術前 術後

右中大脳動脈
閉塞

血栓を回収
して再開通

■血管内手術

腎尿管がんに対する腹腔鏡手術

前立腺癌に対する腹腔鏡手術

膀胱癌に対する腹腔鏡手術

骨盤臓器脱に対する腹腔鏡手術

膀胱癌に対する経尿道的手術

尿路結石に対する経尿道的手術 (レーザー )

対外衝撃波結石破砕術

19例

15例

3例

8例

54例

88例

52例

動画

動画

動画

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

動画



■産婦人科
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■整形外科
　整形外科は、運動器（骨、関節、靭帯、腱、神経、筋肉）を治療する機能
回復外科です。外傷（骨折、脱臼、捻挫、腱断裂）、関節外科（変形性関
節症、関節リウマチ）を中心に診療しています。また、当院は骨粗鬆症の
2次検診施設として認定されています。近年様々な新規治療薬が開発さ
れ、骨粗鬆症の重症度に応じたオーダーメイドの治療を提供しています。
　外来診療は午前中になりますが、救急診療はこの限りではありません。
年間約400件以上の手術を行っており、骨折等の外傷手術（約250件）
のほか、膝関節の手術（人工関節置換手術や関節鏡手術）が約30件、股
関節に関しては、全人工関節置換手術と人工骨頭置換手術をあわせて
約30件施行しています。
　事故での外傷、または身体各所の疼痛や感覚障害など、運動器の障害
でお悩みでしたら整形外科を受診してください。

整形外科 主任部長

南谷　和仁

整形外科 部長

平川　洋平

□大腿骨内顆骨壊死（81歳女性）：単顆型人工膝関節置換手術（UKA）

□重度変形性膝関節症
（80歳女性、左膝ガニ股）
  ：全人工膝関節置換手術（TKA）

①術前XP　　　　　②術前MRI　　　③骨壊死部位　　 　④UKA置換　　　　　⑤術後XP

　単顆型人工関節置換術（UKA）とは、損傷の高度な膝関節を部分的に人工関節で置換する治療方法です。右膝大腿骨内側
に骨壊死（矢印）を認めた症例ですが、疼痛で歩行困難となっていたところ、UKA手術で損傷部位を治療、下肢のアライメント
は改善、疼痛軽快、歩行障害が改善されました。

　膝関節の変形が関節全体に及ぶと、全人工関節による置
換手術が必要となります。左膝が高度ガニ股となり歩行困
難となった症例です。左膝（矢印）の変形は、全人工膝関節
置換手術（TKA）で矯正され、歩行障害は改善されました。

□重症骨粗鬆症 (78歳女性) : 2年間のPTH製剤
　加療で腰椎骨密度は33%増加

　骨粗鬆症は50歳以降の女性が高率に罹患、骨がスカスカになることで骨折し
やすくなります。脊椎や大腿骨の骨折では寝たきりとなることもあります。日本骨
粗鬆症学会認定医が、重症度に応じたオーダーメイドの骨粗鬆症加療を提供しま

術前XP 術後XP

□人工関節置換手術症例

THA：全人工股関節
TKA：全人工膝関節

UKA：単顆型人工膝関節

　当院は、宗像・福津・宮若地区唯一の産婦人科を擁する総合
病院です。
　婦人科は女性の幼少時から思春期、壮年期、更年期、老年期
に至る全期間の問題解決のお手伝いをします。
　私たちスタッフ一同、この地域の女性の皆様の健康増進、病
気の発見、治療に貢献できたらと願っています。

　赤ちゃんのお母さん、お父さんがお産チームの
最も重要なメンバーです。私たちは妊婦さんが考
えているお産のイメージと赤ちゃんのケアについ
てのご希望に添えるように専門的にアドバイスし
たいと考えています。妊娠中から小児科をはじめ
他科と連携し、母子ともに適切なケアを受けなが
ら良いお産になるように努力しています。また、入
院から退院まで、さらに産後の授乳や乳房トラブ
ルに関しても専門的にお手伝いをさせていただき
ます。

□産　科

産婦人科 部長

松本　信一郎

　子宮筋腫、卵巣腫瘍、性感染症、子宮脱などの婦人科疾患についても、経過観察が良いのか、手術が良いのかな
ど、十分な説明と情報提供の上、満足していただける治療を行います。悪性腫瘍（がん）は、高次病院（大学病院、
がんセンターなど）に紹介させていただきます。
　更年期障害や月経不順など内分泌疾患はホルモン療法、漢方療法とも最適な治療法を患者さんと一緒に考え
ながら選択していきます。
　当科では産科、婦人科、内分泌・不妊のいずれの分野も院内各科はもちろん、福岡・北九州地区の高次病院
（大学病院など）と連携してより良い治療ができるように努力しています。

□婦人科

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

外来診察室 4Nレディース病棟



■小児科

手術風景

□形成外科の専門診療
　外傷を中心に熱傷、瘢痕・瘢痕拘縮、良性腫瘍、先天奇形、褥瘡
および下肢の難治性潰瘍など形成外科全般を診療しております。
主に皮膚・皮下腫瘍摘出術、顔面骨骨折手術や瘢痕拘縮形成術、眼
瞼下垂症手術、顔面神経麻痺形成術などの手術も行っております。
腋臭症についてもご相談ください。
巻き爪の治療も行なっております。

　久留米大学医学部形成外科・顎顔面外科学講座より常勤
医1名(女性)と週3回(月･水・金)の非常勤医師1名により診療
を行っています。水曜日は美容外科(抗加齢医学)・再生医療
担当教授の力丸英明先生、また、同講座主任教授清川謙輔
先生(1回／月)の診察や手術も行っております外来の新患受
付は月曜から土曜日の午後9時から11時まで、電話での予約
を受け付けています。

■形成外科

久留米大学医学部
形成外科・顎顔面外科

主任教授

清川　兼輔

久留米大学医学部
美容 (抗加齢医学 )・
再生医療担当教授

（非常勤） （非常勤）
力丸　英明
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科■眼　科

　当科では、一般眼科の診断、診療を行っています。手術は週に
1回で、白内障手術を中心に行っております。
　当院は総合病院ですので、入院しての白内障手術が可能です。
また加齢黄斑変性等に対する硝子体注射や、眼瞼痙攣に対する
ボトックス注射など、外来で可能な治療も積極的に行っており
ます。

　一般小児科の外来・入院診療と予防接種、乳児健診を
行っています。総合病院の利点として、色々な臨床検査(血
液・尿検査、レントゲン検査など)を院内で迅速に行うこと
ができます。特に、小児領域専門の放射線科医による、放射
線被ばくの心配がないエコー検査でのきめ細やかな評価が
できます。

眼科

福本　嘉一

手術風景小児科 外来待合室

検査風景

　総合病院ですので他科とも連携し診療にあたり、また病勢や
進行度に応じて必要であれば、大学病院への迅速な治療依頼を
いたします。
　実際診療している皮膚疾患としては、接触性皮膚炎の湿疹・
皮膚炎群、虫刺され、白癬症、ウイルス性イボ、蕁麻疹・痒疹な
ど身近な疾患からアトピー性皮膚炎、帯状疱疹、薬疹/中毒疹な
どです。

皮膚科

濱田　薫

■皮膚科

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

小児科 部長

酒井　道生



■リハビリテーション科
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□院長からのメッセージ

　2004年度、新医師臨床研修制度がスタートしましたが、初
年度より当院でも研修医の受け入れを開始しました。
　当院での臨床研修での特徴は2つあります。
　一つは救急医療を主体とする急性期病院での初期対応、つ
まり救急処置と集中管理を学べることです。指導医による適
切な指導の下、救急医療に必要な気管内挿管や中心静脈穿
刺などの手技は早期から経験できます。
　もう一つは、現在の医療に求められている、急性期から在
宅、介護に至る「医療・介護の継続」を身を以て経験できると

□宗像水光会臨床研修プログラムの概要

　2年間を通して必修・選択必修の診療科全てを経験する研
修スケジュールとなっております。
　2年次には20週を選択期間とし、研修医とプログラム責任
者が協議して研修診療科を設定できるようにしています。

ころです。特に2016年度よりスタートした「入退院支援室」
は地域包括ケアシステムの実践であり、患者さんの自立を促
し、支援するために何が必要かを学ぶことができます。ここ
では医師、看護師はもとより薬剤師、管理栄養士、理学・作業
療法士、言語聴覚士、社会福祉士、歯科衛生士を始めとする
多職種が共同して医療から介護の橋渡しを行います。医師と
して将来どの専門科を専攻しようが、かけがえのない研修を
行うことができると考えています。
「やる気」と「元気」のある諸君の来訪をお待ちしております。

　例えば、内科や地域医療を長くしたり、様々な選択科を数
多くローテイトすることも可能で、協力病院における精神科、
小児科研修を長期間選択することも可能です。

1年目 内科（27週）

※地域医療8週の内、一般外来4週、在宅診療4週とする。

内　　科：27週
外　　科：13週
救 急 科：12週
麻 酔 科： 8週
整形外科： 4週

産婦人科： 4週
地域医療： 8週（しば田クリニック、大島診療所、コールメディカルクリニック福岡）
小 児 科： 4週（独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター）
精 神 科： 4週（医療法人 福間病院）
選 択 科：20週

外科（13週） 麻酔科
（8週）

救急
（4週）

一般外来
（4週）

地域
（8週）

産婦人科
（4週）

精神科
（4週）

小児科
（4週）

整形
（4週）

救急
（8週）

選択科
（20週）2年目

研修を行う分野と期間

入社時オリエンテーション

※募集要項やお問い合せに関しましては、下記当院ホームページをご覧ください。
　またはQRコードからアクセスしてください。

http://suikokai.or.jp/medical_institutions/clinical_practice/

急患の処置 定例会

■放射線科　
　放射線科は常勤医師2名と、産業医科大学からの定期非常勤医師にて、CT、MRIの読影診断を行っております。開業
医の先生方からのCT、MRI検査のご依頼には、迅速・正確な検査・診断を心がけております。
　常勤医2名にて、血管造影検査・血管内治療や小児の超音波検査の読影診断も行っております。
　血管造影検査・血管内治療は、X線（レントゲン）やCTなどの画像診断装置で体の中を透かして見ながら、細い医療
器具（カテーテルや針）を入れて、標的となる病変の検査や治
療を行っていきます。
　小児では超音波検査は、被ばくがなくCTより診断能力が高
いことが多いすぐれものです。盲腸（虫垂炎）、腸炎、腸閉塞な
どの腹部疾患以外に、乳児頭部・脊椎、軟部腫瘤、乳児縦隔、
陰嚢水腫、停留精巣、ソケイヘルニアなどの診断にも有用です。
検査の際は当小児科を受診後に施行させて頂いています。

　当院では脳卒中神経疾患及び外傷の受傷後、急性期病棟や特
定集中治療室からリハビリテーションを開始します。その後回
復期病棟にて、情報提供を前病棟よりうけつつ、リハビリテー
ションを継続して行えます。また各科の先生方とも連携しやす
いので、安心してリハビリテーションを受けることができます。
　外来でも運動・物理療法を中心とした基本的リハビリテー
ションを始め、嚥下外来、装具外来、ボツリヌス治療外来といっ
た特殊外来を行っています。

リハビリテーション科 医長

山﨑　富浩

■麻酔科　
　麻酔科は常勤医師と九州大学や久留米大学等からの非常勤医師にて麻酔が必要な患者さんに対応を行っています。
先輩方の努力のおかげで昔に比べればかなり安全に手術が行われるようになってはきましたが、勝率の高い賭けの面
はあるのです。患者さんとか関わる機会は少ししかありませんが、安全に患者さんが手術を終えて病棟に帰れるように、
日々努力してまいります。

麻酔科 部長

川崎　俊宏

2019年　麻酔科の関与した症例

外科

形成外科

産婦人科

心臓血管外科

517例

41例

33例

101例

整形外科

脳神経外科

泌尿器科

合計

333例

13例

442例

1,480例

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

放射線科 部長

畠山　佳久



■看護部
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　本院は、宗像・福津地区で唯一の総合病院で、開設当初より救急医療をはじめ地域に根ざした医療を提供していま
す。最新の医療技術を取り入れ、多職種でチームを組み効果的な治療が提供できることをめざしています。患者さんが
安心して在宅に戻れるように全職員一丸となり地域包括ケアシステムの実現に向けて力を入れております。私達看護
師は、正確で安全な看護を提供し、患者さんが検査や治療等様々な過程で苦しい時、不安な時にいつも傍で寄り添い
ながらケアができる存在でありたいと思います。そのため現在看護部ではキャリア開発ラダーにリンクした教育に力を
入れ日々学習に励んでおります。また接遇や倫理も大切に学習しています。より良い看護を提供するために、看護師自
身日々の生活を整えて生き生きと楽しく仕事ができるように働きやすい職場作りに努力しています。

一般病床：7対1、特定集中治療室：2対1
回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟：13対1
固定チームナーシング、患者受け持ち制
2交替制、3交替制（一部）
プリセプターシップ、キャリア開発ラダー、eラーニング
認定看護師（糖尿病看護、救急看護、手術室看護、皮膚・排泄ケア）認定看護管理者：ファーストレベル、
セカンドレベル、サードレベル
糖尿病療養指導士、介護支援員、内視鏡技師
本院のキャリア開発ラダーは、看護職員個々がライフサイクルに合わせてキャリアプランを主体的に選
択し、自主的な成長への意欲とキャリア開発の動機づけができることを目指しています。
そのために看護師教育は、新人看護師教育に加え、ステップⅠ～Ⅴのキャリア開発ラダーにリンクした教
育を実施しキャリアアップしています。

看護師配置：

看 護 方 式：
看 護 体 制：
教 育 支 援：
認定・資格：

教育・研修：

対象

看護部キャリア開発ラダー 教育年間計画表

ステップⅠ

目標管理Ⅱ

目標管理Ⅰ

褥瘡について

救急蘇生

看護研究
応用 クレーム対応

アサーションⅡ

アサーションⅠ エンゼルケア NANDA
ロイⅠ

NANDA
ロイⅡ

NANDA
ロイⅢ

メンバー
シップ

リーダー
シップⅠ

リーダー
シップⅡ

他職種との
連携

糖尿病に
ついて

ストマーに
ついて

学生指導に
ついてⅠ

学生指導に
ついてⅡ

看護研究
指導

アサーションⅢ KYT

アサーションⅣ

アサーションⅤ

臨床における
倫理

人工呼吸器
装着中の看護

診療報酬と
データー管理

臨床における
倫理

臨床における
倫理

臨床における
倫理

看護研究
基礎

リフレクション
ナラティブⅠ

リフレクション
ナラティブⅡ

初めての
看護研究

リフレクション
ナラティブⅢ

リフレクション
ナラティブⅣ

リフレクション
ナラティブⅤ

フィジカル
アセスメント
（呼吸器系）

フィジカル
アセスメント
（循環器系）

フィジカル
アセスメント
（脳神経系）

タイム
マネジメント

メンタルヘルス
Ⅱ

（セルフケア）

メンタルヘルス
Ⅲ

（ラインケア）

メンタルヘルス
Ⅰ

（セルフケア）

プリセプター
シップ

災害支援
看護師とは

周手術期の
看護

ステップⅡ

ステップⅢ

ステップⅣ

ステップⅤ

全体研修

5月4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ファシリ
テーション

コンフリクト
マネジメント

1月

□看護部理念

　私たちは地域の皆さまに安心で信頼される看護
をいつでも提供いたします。

　▶患者さんの立場に立った、思いやりのある看護を実践します。

　▶患者さんおよびご家族の方を精神的にサポートします。

　▶安全・安楽を保障するために事故防止に努めます。

　▶専門性を高め、看護の質の向上のため看護研究を推進します。

□目　　　標

1.働きやすい職場、魅力ある職場作りを行う。

2.経営的視点で効率的な外来・病棟運用を行う。

3.安全で質の高いケアができる人材を育成する。

　病院理念に基づき、専門職業人として自ら考え行動できる看護師を育成しています。

□先輩看護師からのメッセージ

看護師になり透析センターに配属されて3年目になりました。透析セ
ンターでは入院と外来の患者さんの血液透析による治療を行ってお
り、多職種の方 と々協力しながら患者さんが安心して透析治療を受
けられるように看護を行っています。透析治療は始めたらほとんどの
方が一生付き合っていかなければならない治療です。そのため、技術
的な支援だけではなく、精神的な支援ができるように心がけていま
す。透析センターという特殊な部署で透析センターでしかできない看
護や技術が多くあり、毎日楽しく業務しています。

地域包括ケア病棟に入職して3年目となりました。退院支援中心の
病棟ですが、新人当初は、様々な診療科の患者さんのケアに追われ
る毎日でした。最近、少しずつではありますが、チーム医療に関心を
持ち、患者さんの退院後の生活を想像しながら、現在、何が足りな
いか、今後、どのような支援やサービスが必要かなどを、ご家族や社
会福祉士など多職種と情報共有しながら考え、行動することができ
るようになってきました。
これからも、いろいろなことにチャレンジして、患者さんやご家族が
望む退院支援ができるように頑張りたいと思います。 

透析センター
野口さん

 5Ｎ（地域包括ケア）
病棟
小楠さん

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

私は、心臓血管センターで勤務して4年目になります。当センターでは主に心不全
や心筋梗塞、不整脈等の循環器疾患や心臓血管外科術前後の患者さんが入院さ
れています。病棟ではパートナーシップナーシングを行ない、それによりスタッフ同
士のコミュニケーションがとても良く、お互い切磋琢磨しながら専門的な知識や技
術を磨いています。私のパートナーは妊婦さんの先輩で時短勤務もされています
が、お互いの足りないところを補いあい、多忙な中時間内に勤務を終えたときは、
充実感があります。相手を尊重する雰囲気が高く、とてもやりがいを感じています。 心臓血管

センター
小宮さん
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■放射線室
　放射線室は、放射線（主にエックス線）を用いた
画像診断検査及びIVR（放射線介在治療）機器の運
用管理を担っています。当部門で運用されている
機器は右記のとおりです。急性期施設として24時
間体制で、いつでも総ての機器が運用できる体制
をとっています。また医療情勢の目まぐるしい変化
に対応すべく、就職後の人材育成にも積極的に取り
組んでおり、個々のキャリアビジョンがしっかり持て、
現場での成果反映、働き甲斐を感じることができる
職場環境の構築に力を入れています。またライフ・
ワーク・バランスの面から１週間休暇の取得を実施
しており心身のリフレッシュにも力を入れています。

・一般撮影装置
・FPD CR画像処理装置
・X-TV装置
・MD-CT装置
・画像解析WS
・1.5T MR装置
・Angio装置
・外科用イメージ装置
・ポータブル撮影装置
・骨密度測定装置

3機
4機
2機
2機
5機
1機
2機
3機
2機
1機

放射線室　保有機器

放射線管理士

放射線機器管理士

放射線被ばく相談員

医用画像情報管理士

救急撮影認定技師

Ai認定診療放射線技師

検診マンモ撮影認定技師A･B+

個人資格一覧

7

6

1

1

1

1

4

■臨床検査室
　臨床検査室は医師、検査技師、看護師、視能訓練士の四職種で業務を行っています。
　1階に生理機能検査室、採血室、眼科があり２階に中央検査室、細菌室、病理・細胞
診検査室、剖検室があります。各部門にそれぞれ分かれ、臨床検査については24時間
対応で日々業務に取り組んでいます。
　毎日機器の管理を行い精度ある検査を提供できるよう知識や技術の習得に励んで
おり各種認定資格者も在籍しております。
　臨床検査室は、検査結果を報告するだけでなく感染対策や輸血療法においても
チーム医療の一員として、患者さんや職員の安全・感染予防に努めています。
　当院の理念～地域と共に～いつでも、どこでもだれにでも必要で適切な医療を効
率的に提供します をモットーに取り組んでおります。

　臨床工学室は、医師・看護師や多職種とチームを組んで人工心肺、血液浄化装置、人工呼吸
器などの生命維持装置の操作などを担当しています。また、医療機器が安心して使用できるよ
うに保守・点検を行っており、安全性確保と有効性維持に貢献できるように尽力しています。

　栄養管理室の構成は、管理栄養士10名と歯科衛生士1名です。給食は完全委託です。管理栄養士1名は管理者、1名は
NST専従、各病棟に専任の管理栄養士を配置し、全入院患者さんに対し主治医の治療計画に基づき栄養状態を総合的
に判断し栄養管理計画を立てます。主治医、看護部、リハビリ部、薬局等のスタッフと連携しながら最適な栄養補給
ルート、栄養投与量、栄養管理上の課題を検討し栄養ケアを行ないながら早期回復を支援しています。
　また、NSTメンバーに院外歯科口腔外科クリニックの歯科医が加わり連携をとっています。更に口腔ケアを推進し、合
併症の減少、経口摂取の促進により、医療の質向上と在宅支援推進を目的に、常勤の
歯科衛生士による専門的な口腔ケアを行っています。
　非経口栄養の長期化は、口腔内乾燥や感染症合併のリスクが高まり、消化管の廃
用、免疫能の低下に繋がります。可能な限り腸管を使用し、タイムリーかつ適切に経口
摂取ができるよう、各専門職と協働し栄養管理に努めています。

■臨床工学室■患者支援センター

■栄養管理室

■リハビリテーション室
　リハビリテーション科の患者さんのほか、様々な疾患(脳血管疾患発症後や整形外科手術後を中心に、心臓外科、循
環器科、内科、外科手術後など)の急性期リハビリテーションとそれに続く回復期リハビリテーション病棟での多職種
協働による、集中的リハビリや地域包括ケア病棟での在宅復帰に向けたリハビリを行っています。
　原疾患のリハビリ治療のみならず、二次障害である廃用症候群を増悪させないよう
積極的な早期離床や全身管理に取り組んでいます。地域に根差したリハビリテーション
の理念の下、病院を中心に併設する介護老人保健施設や訪問リハビリで急性期から生
活期まで役割分担を行いながら協働しています。
　また職員に対する教育システムを構築しており、専門性の高い根拠あるリハビリ治療
ができる体制をとっています。

□医療相談室
　医療相談室とは、患者さんやそのご家族の方々からの医療、福祉、介護に関するご相談をお受けする相談窓口です。当院では、
医療から介護まで総合的に地域の方々をサポートするシステムを持ち合わせています。医療ソーシャルワーカー(MSW)、看護師が
ご相談に応じます。お気軽にお声をおかけください。

□地域医療連携室
　地域の医療機関・開業医の先生方との窓口となり、紹介
患者さんが円滑に診療を受けることができるよう支援し、
また紹介元の医療機関へ診療情報を適切にお届けできる
ようにしています。急性期治療を終えた患者さんに対して
お近くの医療機関を紹介する「地域完結型医療」を目的と
した医療連携にも積極的に取り組んでいます。また当院の
高度医療機器や専門的な診療技術を広く活用していただき、
地域医療のお役に立ちたいと考えています。

□入退院支援室
　当院では、入退院支援チームで入院の早期から患者さんと関わり、できるだけご自宅での生活が実現できるよう、急性期病院
の役割として必要な支援を行っています。
　入退院支援室はこの関わりで得た情報から、院内の多職種で協働して課題解決を目指し、地域の保健・医療・介護・福祉サービ
スと連携を図って切れ目のない支援ができるように活動しています。

■薬局
　当院の理念に基づき、薬剤師一人一人が『薬のプロフェッショナルである』という自覚を持ち、治療効果を高めな
がら、副作用を最小限に抑え、患者さんに安全な薬物療法が提供できるよう日々研鑽を重ねております。主に調剤、
注射薬調剤、医薬品管理、薬剤管理指導、医薬品情報管理室等の業務を行っています。薬局内で、効率よく業務が
行えるように役割分担をして、それぞれが責任を持って遂行しています。人員は、常勤薬剤師16名、調剤助手2名です。
その他に抗癌剤調製や、組織横断的なチームとして感染制御チーム（ICT）、栄養サポートチーム（NST）など、薬剤
師が参画し、安全で効果的な医療の実践に貢献しています。今後も患者さんを中心とし、最良の医療・薬物療法が
提供できるよう、薬剤師全員がチームの一員として地域医療にも貢献できるよう専門性を発揮していきたいと考え
ています。

多職種が連携して患者さん・ご家族をサポートしております。

主な業務
●開心術時の人工心肺装置の操作　●心臓カテーテル検査の介助
●補助循環装置の操作（IABP装置の操作、PCPS装置の操作）
●透析センターでの血液透析、特定集中治療室での緊急透析、CHDF、その他特殊な血液浄化法
●人工呼吸器などの生命維持管理装置、シリンジポンプ、輸液ポンプなどを中央管理とし、保守、管理

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

●入退院
　支援チーム
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　当院は、看護師をはじめすべてのスタッフが楽しく、気持
ちよく働けるように、福利厚生面の充実を図り、職場環境の
改善に取り組んでいます。

　また、お母さん看護師が安心して働けるように24時間態
勢の院内保育施設も設けています。
病児保育室も完備しています。

総
合
健
診
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ン
タ
ー ■総合健診センター

　介護保険で利用できる『通所リハビリテーション』です。リハビリに特化し、午前または午後の3～4時間ご利
用となります。専用のトレーニングマシンやパワーリハビリなどを主とした多彩なリハビリメニューで利用者の方
のニーズにお応えします。
　通常事業の実施地域は宗像市（離島を除く）・福津市・古賀市で、昼食と入浴はありません。
　体験利用もできます。ケアマネジャーにご相談ください。

■デイリハ（通所リハビリテーション）

単身者向け職員マンション

海外及び国内の職員旅行（オーストラリア） 

院内保育施設「ひまきのの森」

クラブ活動

ヤフオクドーム

　健康診断は、そのときの健康状態を調べて、からだ全体から情報を得ることが主な目的です。もし検査結果に異常の
予兆があれば、その要因が何であるかを分析したり、健康への影響をチェックするなど、病気を予防する健康生活への
改善に生かしてこそ、健康診断に意義があります。１年に１回定期的な健康診断を受けましょう。

　総合健診センターは、病院東側に隣接したL字型の建物「水光会ウェルネスセンター」の2階にございます。
全面ガラス張りの受付・待合室は自然採光で明るく、健診だけのユニットです。館内にはBGMが流れ、落ち着いた雰囲
気の中、リラックスした気分で検査を受けることができます。

「健康診断のお申し込み（完全予約制）・お問い合わせ」
TEL 0940-34-3100　FAX 0940-34-3140

◇電話受付時間／平日（月～金）の 9：00～16：00（土、日、祝、年末年始（12/31～1/3）を除く）

日帰りドック
協会健保生活習慣病予防健診
安衛法健診
特定健診・特定保健指導
脳ドックなど

□各種健診

子宮頸がん
乳がん（マンモグラフィー）
腹部超音波
骨密度（超音波）、血液検査（腫瘍マーカー
等）など

□オプション検査

（公社）日本人間ドック学会　優良人間ドック・健診施設
（公社）全日本病院協会　日帰り人間ドック実施指定施設
（一社）日本病院会　優良人間ドック・健診施設
（一社）日本脳ドック学会　認定施設
　全国健康保険協会　生活習慣病予防健診実施期間

□施設認定

Munakata Suikokai General Hospital Munakata Suikokai General Hospital

□主な福利厚生関係
▶休日：年間休日107日（毎月9日間休み 、2月は8日間）
▶休暇制度：リフレッシュ休暇、夏季休暇、年末年始休暇
　結婚、出産、育児、介護、看護、忌引等の各種休暇制度
　あり。
▶有給休暇：入職6ケ月経過後より10日、最高20日まで
▶各種社会保険
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
▶健康診断の実施、各種予防接種（病院負担）
▶ユニフォームの貸与
▶単身者向け職員マンション
（1LDK28戸、2LDK12戸）
▶院内保育施設「ひまきのの森」あり（定員50名）。
　24時間態勢、病児保育（定員3名）あり。
（原則、0歳児から小学校入学前まで受入れ）
▶海外および国内の職員旅行（病院負担あり）
▶水光会グループ全職員のクリスマス忘年会
▶ヤフオクドーム コカ・コーラ年間指定席(2席)
▶ボウリング大会・ソフトボール大会
▶JTBベネフィットの「えらべる倶楽部」＆「カフェテリ
　アプラン」に加盟していますので休日には様々なサービ
　スが受けられます。
▶サークル活動補助
　駅伝部、バレーボール部、ゴルフ部、山岳部、ビーチラ
　グビー部、ヨガ部　等

私たち健診スタッフが担当いたします
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・水光学院 宗像看護専門学校

TEL：0940-52-5222
臨床の実践力を基礎とし、地域医療の発展に貢献
する、未来に力強くはばたく看護師を育成していき
ます。

・福津市地域包括支援センター
　(ふくとぴあ内 )
TEL：0940-43-0787

福津市より地域包括支援センター業務の委託を受
け、福津市にお住まいの高齢者、ご家族の生活相
談など多岐に渡る相談に対応します。

・ふくとぴあ障害福祉サービスセンター
　(ふくとぴあ内 )
TEL：0940-34-3338

支援・活動内容は、日常生活の援助（送迎、入浴、
昼食）、心身のリハビリ、自立に向けた訓練などを
行っており、明るく前向きな社会生活を目指す方々
にピッタリな場所です。

・住宅型有料老人ホーム 水光松風

TEL：0940-42-3505
美しい自然・景勝に囲まれた、安心のできる、安
全で安楽な快適環境です。宗像水光会総合病院、
水光会グループの各施設が救急医療から介護サー
ビスまでをサポートします。

・介護老人保健施設 水光苑 デイリハフロア

TEL：0940-34-3139
リハビリに特化し、午前または午後の半日となり
ます。専用のトレーニングマシンやパワーリハビリ
を主とした多彩なリハビリメニューで利用者の方
のニーズにお応えします。昼食と入浴はありませ
ん。

・グループホーム和らぎ

TEL：0940-72-4186
日常生活を入居者の方とスタッフがともに行い、アッ
トホームな雰囲気の中で生活することにより、認知
症状の進行を穏やかにすることを目指しています。

・就労支援センター ほほえみ

TEL：0940-34-9055
障がいのある方に対し、自立した日常生活を営むた
めに必要な訓練や生産活動などの機会を提供します。

・サービス付き高齢者向け住宅
　みずきの郷
TEL：0940-43-1112

国土交通省・厚生労働省が所管している住宅で、
高齢者単身・夫婦世帯などが安心して居住できる賃
貸等の住まいです。

・小規模多機能型居宅介護 花みずき
TEL：0940-43-5001

「通い（デイサービス）」を中心に「泊まり（ショート
ステイ）」と「訪問（ホームヘルプ）」の各機能を 必
要に応じて組み合わせることができます。
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・介護老人保健施設 水光苑
・水光苑通所リハビリテーション

TEL：0940-42-2221
利用者の方の意思と尊厳を尊重し、利用者の
方に適した生活環境に復帰できるよう支援さ
せていただきます。
通所リハビリテーションでは、ご自宅で過ごし
ている方に対して、専門職によるリハビリや入
浴、食事などを提供し、少しでも長い在宅生
活を心身ともにサポートいたします。

・介護付有料老人ホーム
　水と光の園

TEL：0940-34-3071
高齢者が安心して過ごせる個室（40室）、短期入所
生活介護も行います（10室）。

・水光会地域総合ケアセンター
TEL：0940-34-3434

介護保険制度における総合的なサービスの提供、
相談調整を行っています。

・水光会ふくま訪問看護ステーション
TEL：0940-34-3133

看護師が緊急時24時間体制で対応しており、主治医と
連携をとりながら、利用者の方が安全に安心して在宅
で生活できる様お手伝いさせていただいています。

・宗像水光会総合病院 訪問リハビリテーション
TEL：0940-43-8822

在宅療養中の利用者の自宅に伺い、生活機能維持・向
上の支援（リハビリ）を行っています。
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・水光デイサービスセンター

TEL：0940-34-3331
介護が必要な方々に対して送迎バスで水光デイサービ
スセンターに通っていただき、入浴や食事、健康チェッ
ク等のサービスを提供する施設です。

・水光ヘルパーステーション
TEL：0940-34-3332

介護を必要とされる利用者の方のご自宅へ専属の
ホームヘルパーがお伺いし、介護される方、介護する
方のご負担を少しでも軽減していただけるよう身の回
りのお世話をいたします。

・ふくふくファミリー・水光
TEL：0940-36-9772（主に計画相談）
TEL：0940-34-3366（生活相談・福津市委託）

障がいのある方々の生活やサービス利用に関する
ことなど、様々なご相談をお受けしています。


