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宗像水光会総合病院　院長　津留　英智
『平成１９年度　事業計画』

『医療崩壊』が社会問題となり、マスコミその他で常に目にするようになりました。今日、対Ｇ
※１

ＤＰ比で日本の医療費は先進国最低レベルと言われ、まさに医療崩壊に繋がりかねない状況にお

いても、財務省は ｢今ここで気を緩めると将来財政は破綻する ｣と医療費抑制の方向性は全く変

えようとしていません。このような厳しい現状の中、３月２７日の理事会にて平成１９年度水光

会グループの事業計画を発表しました。前回の『水光』にも書かせて頂いた通り、事業計画の短

期目標として平成２０年度の医療改定に備えて何を準備しなければならないのか、また中・長期

目標として地域の医療・福祉にどう取り組んでいくのかを課題としてあげています。特に今回で 3

度目の更新となる病院機能評価Ver.5.0（受審期間本年 7月 26日～ 28日）、Ｄ
※２
ＰＣ協力病院への

参画がとりあえずの目標となります。

※１. GDP（Gross Domestic Product　国内総生産）　　　※２. DPC（Diagnosis Procedure Combination　包括評価対象診断群分類）

１． 質の高い効率的医療の提供
（１） 医療を担うマンパワーの充足

① 19 年度も大学医局等に積極的にアプローチし医師確保を継続

② 看護の質向上（7：1看護の維持）（看護学校への対策）

③ 医療従事者の確保と質向上（各部門）

（２） 環境の変化に対応した質の高い効率的医療提供体制の構築

① 医局先生方の協力のもと、より質の高い医療体制を構築

　　（各科の特殊性を考慮しながら、手術症例数の充実、急患の増患対策）

② 診療体制の充実（内科、小児科、産婦人科、耳鼻科、常勤医師確保）

③ 急性期・亜急性期・回復期リハ～施設介護、在宅介護への連携

（一般病床利用率は 80％以上、回復期・亜急性期は 90％以上、を目標に）

（３） 臨床研修制度の更なる充実

① 5 名 / 年　研修医確保（研修プログラムの充実、ホームページの充実）

② 後期研修医の確保、常勤化

③ 指導医の充実（指導医セミナーへの積極的参画等）

２． 医療・介護の基盤整備等
（１）　日本医療機能評価再々更新（平成１９年７月末頃再々受審）

（２）　DPC協力病院への参画（４月～自主的なデータ出し運用開始）

（３）　中規模多機能介護施設（設計・施工・運営）

（４）　医療安全対策の推進

（５）　特定健診制度への対応（指導士マンパワーの養成）

（６）　福津市地域まちづくりへの参画（土地問題・県道拡張工事）

（７）　地域包括センター（介護予防）への取り組み

（８）　病院システムの整備の検討（保守切れ、電子カルテへの検討）

（９）　水光福祉会、『ふくとぴあ』について

３． 宗像看護専門学校
４． 水と光の園
５． その他
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平成 19年 7月 1日発行

平成１１年に開始した当院での心臓カテーテル検査・治療がこの度２０００例を
超えました。これを受けて平成１９年４月７日（土）、心臓カテーテル２０００例
記念講演会を、各医療機関や行政、地元区長さんらをお招きし、玄海ロイヤルホテ
ルにてとり行いました。
津留英智院長の挨拶で始まり、吉武清伸医師の演題「当院における虚血性心臓病
の診療～心カテ 2000 例のデータから～」講演をはじめ、九州大学循環器内科・砂
川賢二教授による「バイオニック医学の衝撃」、久留米大学外科学・青柳成明教授
による「高齢者の心臓血管手術の現況」講演が行われました。

循環器疾患診療の現状　 循環器科部長　吉武清伸　　
日常私たちが診療する循環器疾患は、心房細動などに代表される不整脈、様々な原因による心不全、狭心

症や急性心筋梗塞などの虚血性心疾患に大別されます。
心房細動は頻度的には圧倒的に多く、孤在性心房細動（器質性疾患のない心臓に出現するもの）は 70 歳以
上の日本人では 10％弱にみられるといわれています。心筋焼灼術（後述）が試みられ
始めていますが、安全性および根治性が完全に確立されているとは言いがたく、当科
では薦めていません。これに反して心房粗動および上室性頻拍は心筋焼灼術により根
治が期待できます。心筋焼灼術（＝カテーテルアブレーション）は経静脈的に電極カ
テーテルを心臓の中に入れ、心内電位をモニターしながら、高周波を発するカテーテ
ルにより刺激伝導組織を局所的に焼き切る治療（図１）で、帰室して 30 分後には歩
くことができます。当科でも 2005 年の夏から約 10 症例を積み重ねています。

　心不全は夜間の入院も多く、また原因も高齢者の頻脈性心房細動によるもの、心筋症によるもの、弁膜症
によるもの、虚血によるものと多岐にわたっています。多くは利尿薬等の保存的な治療で軽快しますが、難
知性のケースも時々見られます。こういう場合は本態の心不全も重症ですが、その他の病態も加わっている
ことが多く、文字通りの全身管理が必要となります。輸液量をはじめとして、呼吸、栄養、感染等を管理し
ていきますが、当科では、持続的緩徐血液透析濾過法（大動脈バルーンパンピング法を併用する場合もあり
ます）を軸に治療しています。体液量の調節も然る事ながら、血液浄化という考え方で破綻した血行動態を
是正していきます。集中治療を離脱するまで 2～ 3週間要し、その間患者様は生死の境を彷徨う事態となり
ますが、粘り強く診療することで、末期の拡張型心筋症を除き、ほとんどの症例を救命できています。
さて、循環器診療の柱となる虚血性心疾患は心臓カテーテル検査が中心となります。
狭心症をはじめとして、上記の心不全の原因検索のための診断、急性心筋梗塞の早期
再潅流療法（図 2、3）をはじめとするカテーテルインターベンションという治療の両
方に施行します。当院の施行例が 2,000 を越え（2006 年 11 月に達成）、この記念講演
会が関係各位をお招きして、去る 4月７日に催されました。九州大学循環器内科砂川
賢治教授、久留米大学第 2外科青柳成明教授から貴重な御講演を賜り、この場を借り
まして感謝の意を表します。

以上、当院の循環器診療は心臓外科の諸先生方と連携して、的確かつ迅速な医療を提
供してきたものと考えます。また医師間の連携のみではなく、特にチーム医療という
側面が強く問われる分野であり、患者の搬送から始まり、初期治療、入院後の管理・
診断・治療から退院にいたるまで、どの過程でうまくいかなくても、患者様の元気な
退院を実現することができません。救急隊員の皆様、外来看護師、生理検査部、放射
線部、ICU看護師、病棟看護師の各位に改めて感謝すると同時に、今後の更なる質の
向上を願うものです。

心臓カテーテル2000例記念講演会開催

〈図２　潅流前〉

〈図３　潅流後〉

〈図１〉
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リハビリ診療報酬見直しと今年度の取り組みについて
リハビリテーション部長　　大田登志樹     　

　

昨年の診療報酬改定で、リハビリの日数の診療報酬算定上限が設定されました。脳血管疾患 180 日、
運動器 (整形 ) 疾患 150 日、呼吸器疾患 90 日、心大血管疾患 150 日です。日数上限の除外 ( 疾患 ) 規
定も設けられましたが、外来患者様を中心に、当院でも多くの方々のリハビリを終了せざるを得ませ
んでした。医療費抑制、急性期重視、維持期リハビリは介護保険へ、と云う厚労省の方針に添い、外
来リハビリを閉鎖し、急性期に特化した病院も少なからずありました。
その間、全国で「病気の種類で、一律に日数上限を設定するのは不適切である。同じ病気でも患者
の年齢やその症状の程度、回復具合は人様々である」と云った意見や「介護保険下でのリハビリ体制
が医療保険ほど整備されていない」状況が報告されました。結果、先の改定の経過措置が終わり ( 昨
年 9月末 )、半年余の今年 3月に診療報酬改定結果検討部会における検討結果を踏まえ、再度、『疾
患別リハビリテーション料の見直し ( 本年 4月 1日施行 )』が行われました。

①日数上限の除外対象患者については「よ
りきめの細かい対応を行う」ため、現行の除
外 ( 疾患 ) 規定患者以外でも医師が医学的に
「必要と認められる場合」延長できるように
なりました。②「介護保険の対象にならない
若年患者が存在すること」、「介護保険におい
て必ずしもニーズに合った適切なリハビリテ
ーションが実施されていないことが推測され
る」ため、「リハビリテーション医学管理料
による維持期リハビリテーション」が認めら

れました。財政中立の立場から、疾患別リハビリテーション料は逓減制となり、②の診療報酬は月 1
回または 2回算定の包括です。以上が、ここ一年余のリハビリ現場の状況です。
水光会グループでは、急性期、亜急性期、回復期リハビリ病棟、老健入所・通所リハビリ、訪問リ
ハビリに合わせて 50 数名のリハビリスタッフが展開しています。老健「水光苑」では個別リハビリ
の実施のみならず近年増加している介護予防への対応も重要となってきています。老健リハビリスタ
ッフ (PT,OT,ST)9 名体制を今年中には整えたいと考えています。また、既存施設の医療と介護の連
携だけでなく、制度改正に振り回されることのない、機能維持、悪化予防、疾病予防、シルバーフィ
ットネスまで含めた、新たな地域包括型のリハビリセンターへの取り組みが今年のリハビリ部の課題
でもあります。皆さんのご協力をお願い致します。
患者様、利用者の方々に「病院や老健、訪問のリハビリだけがリハビリではありませんよ」と胸を
張って言えるようになりたいと思います。リハビリスタッフにもプラスαの視点、価値観を新たにも
つことを望みます。
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リハビリテーション診療報酬見直しの要点
 平成１９年４月１日改正　　

  ○疾患別の算定日数上限と保険点数（1点＝ 10円）
脳血管疾患リハビリテーション 運動器リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション 心大血管リハビリテーション
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

180 日まで

250 点

139 日まで

250 点

140-180 日

210 点

150 日まで

180 点

119 日まで

180 点

120-150 日

150 点

90 日まで

180 点

79 日まで

180 点

80-90 日

150 点

150 日まで

250 点

119 日まで

250 点

120-150 日

210 点

○リハビリテーション医学管理料（新設）　月１回、月に４日以上実施した場合は２回

注１）　介護保険適用外となる４０歳未満の患者と介護保険適用でもリハビリを受けていない患者様

２）　リハビリテーションの施設基準を届けていることが必要

　３）　消炎鎮痛等処置との併算定はできない

　４）　介護保険のリハビリテーション適用となる患者については、現在、介護保険での対応策が検討

　　　　されていることから、次回の介護保険料の改定までの措置

○算定日数の上限の除外対象者（変更あり）
改正前 改正後

（１）失語症・失認および失行症

（２）高次脳機能障害

（３）重度の頚髄損傷

（４）頭部外傷または多部位外傷

（５）回復期リハ病棟入院料を算定する患者

（６）難病リハビリテーション料に規定する患者

（７）障害児（者）リハビリテーション料に規定す

る患者様

（１）～（７）は現行通り

追加

（８）急性心筋梗塞など（改善の見込みがある場合）

（９）先天性または進行性の神経・筋疾患（治療

　　　上有効と判断される場合）

　注）　算定日数上限以後は、レセプトに定期的にリハビリテーションの実施状況と計画表を添付し、

　　 　 さらに「これまでの改善の具体的な状況を踏まえた継続の理由の記載」を必要事項とする。
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眼　　科

外　　科

産婦人科

整形外科

外　　科

●○ 医師着任のご挨拶 ○●

４月より当院眼科を担当することになりました小川聡一郎です。

徳島県出身で、平成８年に九州大学卒業後、九州大学眼科医局員として色々な地

域で勤務してまいりました。

白内障手術ももちろん行いますが翼状片、眼瞼下垂、眼瞼膚弛緩、内反症などの

外眼手術にも興味があり積極的に行なっています。

全身疾患などではご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、今後ともよろしく

お願い申しあげます。

平成１９年４月より当院に赴任いたしました河野通孝と申します。

北九州市出身で平成６年に石川県の金沢医科大学を卒業後同大学の心臓外科に入

局しました。

平成１４年、福岡に帰郷し久留米大学外科に入局。平成１５年から４年間は国立

病院九州医療センターの心臓外科に勤務しておりました。この４月からは一般外科

として赴任してまいりました。

明るく親切な医療をモットーとし、地域に密着した医療を目指しております。今

後ともよろしくお願い致します。

外科の坂本　圭
けい

と申します。出身は久留米大学です。

当院で２年間の初期研修を修了し、４月から外科に着任しました。一般外科、心

臓血管外科を中心に多くのことを学び、日々精進したいと思います。

諸先生方には何かとご迷惑をお掛けするとは思いますが、今後ともご指導、ご鞭

撻の程よろしくお願い致します。

３月より当院に赴任いたしました整形外科の野山めぐみと申します。

臨床研修制度の一期生で、母校の久留米大学病院にて２年間前期研修を終えた後、

久留米大学整形外科にて１年間後期研修をし、この度の着任となりました。

上司である南谷先生・溝上先生の指導のもと、精一杯精勤する所存です。ご指導

ご鞭撻の程、よろしくお願い申しあげます。

５月７日より宗像水光会総合病院産婦人科に就任致しました田中　長
ちょうだゆう

太夫です。

長く新宮で開業していましたが、医療の安全性が強く求められる今日、産婦人科

の個人開業は非常に難しくなってまいりました。

医療のより高い安全性などを考えるとき、高度の医療設備、スタッフなどの整っ

た当病院に勤務させていただき充分な医療をしたいものと思っております。

微力ながらこの地域の医療に少しでもお役に立てば幸いです。

よろしくお願いいたします。田中　長太夫　医師

小川　聡一郎　医師

河野　通孝　医師

坂本　圭　医師

野山　めぐみ　医師
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水光苑紹介
水光苑は平成２年１０月１日に開設。本年で１７年目の施設です。当施設は介護老人保健施設であり、

介護保険の認定をお持ちの方が利用することができます。種類としては、①入所療養介護、②短期入所

療養介護、③通所リハビリテーション、とい３種類の事業を実施しております。

①の入所療養介護は定員１００名。要介護１～５をお持ちの方で、病状が安定しており、かつ自宅での

生活が困難な方が対象となります。入所者の方々にはリハビリやレクリエーションに参加してい

ただき、各利用者様に応じた日常生活ができ、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよう、

支援いたしております。

②の短期入所療養介護は、冠婚葬祭等、ご家族の用事などで自宅での生活が短期間困難な場合にご利用

できます。

③の通所リハビリテーションは定員１００名。要介護支援１・２、要介護１～５の認定をお持ちの方で、

家庭にて生活をされている方が対象となります。送迎バスにて自宅までお迎えにあがり、リハビリ、

入浴、食事、レクリエーション等のサービスを提供し、夕方に自宅にお送りしております。１日

でも長く家庭での生活が継続できるよう、支援いたしております。

その他にも毎月の誕生会や書道教室、押し花教室等の趣

味活動も実施しており、年中行事としては、お花見、運動会、

敬老会や家族の方々にも是非参加していただきたい秋祭り

等の企画もおこなっております。

介護のことや介護保険のことなどでわからないことがあ

れば、いつでも支援相談員が対応いたしますし、水光苑の

ご案内も随時受け付けておりますので、お気軽に来苑して

いただきたいと思っております。

水光苑は地域の方々と一緒に、ひとつひとつ成長してい

きたいと思っておりますので、これからもよろしくお願い

いたします。

「ふれあい看護体験」を実施して　　　　　　　　透析室師長　鶴田邦子

毎年５月１２日にはナイチンゲールの生誕を記念して「看護の日」

記念行事が開催されています。当院も今年３名の高校生の体験学習を

行いました。

看護部長の挨拶・記念撮影後、各病棟で看護体験を実施し（足浴・洗髪・

食事介助等）、終了後、懇談会で意見交換を行いました。

「患者さんに触れて、温かい気持ちになった」、「患者さんから看護体験をした後に『ありがとう』と

言われた時、すごく嬉しかった」、また病棟以外に手術室の見学をして、「手術室で勤務している看護

師をすごいと思った」、「子供の頃から看護師になるのが夢だったので、白衣を着たときは感動した」「看

護の仕事は大変だけど楽しくて、誇りのある仕事だと思う、やっぱり看護師になりたい」「看護の仕事

は素晴らしい」等の声が聞かれました。

看護師と患者さんとのコミュニケーションの大切さや、看護師のチームワーク

が大事なこと、患者さんと同じ目線で対話することの大切さ等も短時間の中で理

解できていました。時間があっという間に過ぎて、他にもいろ

いろ体験したかった、との意見も出ました。

学生の、キラキラ輝いた眼で明るく語ってくれた事が一番

印象に残り、“未来の看護師さん、頑張れ！”とエールを送り

たいと思います。
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「初めての入院」
　　　　　　　　　　　　　　（ペンネーム／いまじん）

生まれて初めての入院。入って２～３日間は、痛みと熱でうなされ、

４～５時間おきぐらいの痛み止めの注射、それに点滴２～３本を両手

に…。いま考えれば“ぞーっ”とします。夜中であろうと同じです。

同じように痛みは襲って来ます。いやー大変でした。でも、本当に大

変だったのは看護師さん。いやな顔ひとつせず、いつもやさしく笑顔

で看病して頂きました。患者さんは他にもたくさんいて、ナースコー

ルがあって、看ているのに…。

ナースってほんとに大変な仕事だなとつくづく思いました。本当、

感謝してます。たくさんの笑顔、ありがとうございます !!

あと、心配してくれた妻に感謝！毎日ありがとう。

わが闘病記～入院生活雑感
　　　　　　　　　　　　　　　　（ペンネーム／のむら　たけし）

３月１１日の朝、快晴の福岡国際ゴルフ場の玄関先で、私のトラブルは始まった。その前夜は体調

不良で食事が喉を通らなかったが、朝起きたら元気が回復していたのでゴルフに出掛けた。駐車場に

車を置いて玄関までの坂をのぼったところ、大変な疲労を覚えた。「今日は止めさせて…」と仲間に

告げて帰りかけたら、玄関先で突然におう吐した。友達からは顔面が蒼白だったと聞かされた。

救急車に乗せられてもおう吐を繰り返し、２０分余りで担ぎ込まれたのが、水光会病院。てきぱき

と応急措置は進み、胃カメラを飲んだところ、胃の中に３センチ余りの潰瘍が見つかった。中央から

は血がタラリと流れていた。これまでまったく痛くも痒くもなかったので驚いた。

５階の病室では看護師さんたちの２４時間の看護を受けた。まずは絶食で、つねに点滴を受ける羽

目になった。１日に３～４回は体温、血圧、脈拍、血糖値などを計ってもらい、たまに採血もされた。

若干ふらつくので、３メートル先のトイレに行くときもナースコールを押して、手を取ってもらった。

５日間絶食、２日間三分粥、３日間五分粥という食事制限だ。量が少ないこともあって食事はほと

んど食べ尽くした。料理もこれまでのまずいという先入観とは異なり、ほんとに美味しかった。体重

はみるみる下がって、６～７キロやせた。しかし、毎日飲んでいた酒は止めたし、肝臓も中性脂肪も

糖尿も尿酸値も正常になったようで、万々歳である。

病院は国道３号線に近い場所ながら、騒音はほとんど聞こえず、周りの田園風景が気持ちをのんび

りさせてくれる。反対側には福津の町が遠望され、鹿児島本線も走っている。昼間はひばりや石たた

きなどの小鳥が戯れ、和やかな環境だ。

入 院 日 記
～ベッドから愛をこめて～
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ナースの体制は、日曜出勤や深夜勤務があるため

に変則で、主担当者は決まっているもののほとん

どの看護師のお世話になってきた。男性は一割程

度だろうか。夜勤のときはみんなきちんと挨拶し

てくるし、明るく快活な態度で接してくれるので、

好感が持てる。これはチームワークを大事に考え

ていることを物語っており、各人が努力している

様子が散見された。

担当していただいたＮ先生の対応は、極めて的確

なもので、リーズナブルだった。会話のできる分かりやすい先生で、患者として納得の行く治療生活

ができた。例を挙げると、

①私は心臓に人工弁を付けているので、血が固まらないように長い間薬を飲んできた。胃の中の出

血を止めるためにその服用を止めたが、私には不安だった。１２日に一瞬ながら右足に麻痺が出た。

これは脳梗塞による場合と失血による場合とがあるそうだが、胃の出血が止まったらすぐに薬を再服

用し、患者を安心させてくれた。

②心房細動を押さえる薬を止めたら、三日目くらいから細動が大きくなったように自覚した。訴え

たら、専門医が応診したあと、翌日から服用を再開していただいたので、心臓の細動は和らいだ。

③輸血は初め二回の予定だったようだが、私の状況を細かく観察して４回に増やされた。私も納得

して輸血をうけた。

病院内を散歩してみた。約１０年前に出来たというだけに、なかなか素晴らしい。外来の受付、待

ち合い所などにはじまる外来患者の施設は機能的だし、各種の検査室には最新設備が揃っているよう

だ。エレベーターも利用しやすいし、各フロアの広い休憩室、ナースセンター、給茶のやかんなども

よかった。欠食して遅れて食事をするときは、「チン」して温かい食事ができて嬉しかった。

保育士　安武香代子

平成１９年５月２６日１０時３０分、１階湯沸し室か

らの出火を想定し、避難訓練を行いました。

非常ベルの“リーン”と「火事よーっ！」の声に子供

達はビックリしていましたが、泣くこともなく保育士の

誘導で、窓から散歩カーに野乗り、素早く避難すること

が出来ました。

託児所では毎月１回、避難訓練を実施しています。今

回は消防隊と消防車の出動があり、消火活動と人形を使

っての人命救助が行われました。子供達は本物の消防車

を見て目をキラキラさせていました。

消防代表者からの講評をもとに、今後の避難訓練に役

立てていきたいと思いました。

避　難　訓　練
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感激！世界一の音色 　～水と光の小さなコンサート～
２００４年にロベルト・シューマン国際ピアノ・コンクールで見事ゴールドメダルを受賞した宗像

出身のピアニスト、山本亜希子さんのミニ・コンサートを５月１０日（木）に開催いたしました。

今回は山本さんより『皆様にピアノの音色を楽しんでいただきたい』とのご好意をたまわり、帰国

リサイタルの合間をぬって、水光会で急遽開催の運びとなりました。

選曲は、モーツァルトの「きらきら星変奏曲」、シューマン「トロイメライ」「飛翔」、チャイコフス

キー「ドゥムカ」。その、美しく、ときにダ

イナミックに響く世界一のピアニストの演

奏に、会場を埋め尽くした約３５０名は皆

酔いしれ、中には涙を浮かべて聞き入る姿

もみられました。

演奏の素晴らしさだけでなく、花が咲い

たように美しいピアニスト・山本亜希子さ

ん。あふれる笑顔と伴奏で一緒に歌った「春

の小川」、「夏の思い出」は、春の野原に花

が咲いたように、生き生きとした合唱とな

りました。きっといつまでも心に残る思い

出となることでしょう。

春の音色は風にのって
　　　　　　　　　～オカリナとギターの優しい響き～

４月１４日（土）、陽射しも穏やかな春の午後、｢第３５回・水と光

のコンサート ｣を開催いたしました。

出演は、癒しの音色・オカリナ・ケーナ奏者の和田名保子さんと、

ギタリスト・松下隆二さんのお二人です。和田さんが中心となり結成

された音楽グループ、笛弥呼楽師・雅天空（ふえみこがくし・がてん

くう）としても好評を博すお二人。

オカリナとケーナの、郷愁を誘う素朴な音色で、フォルクローレの

名曲「コンドルは飛んでゆく」から始まり、オリジナル曲の「月

伝説」、「風とケーナのロマンス」や唱歌「七つの子」といった数々

の美しい曲を情感を込めて演奏。どの曲も聞く人の心に深く静

かに響き渡りました。

また、恒例の“一緒に歌いましょう”では「おぼろ月夜」と「上

を向いて歩こう」をオカリナとギターの伴奏で大合唱。会場の

約３００名の心がひとつになり、ともに歌う喜びを分かち合い

心から癒されたひと時でした。

広報室　松崎佐奈恵
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これまで４３回にわたり発行してきたＢ５版サイズの広報誌「水光」。
現在の印刷物の大半はＡ４版である。当院でも検討を重ねた結果、今回からＡ４版にする
ことが決定した。過去の慣習をどこかで変えてゆく。それは大きな決断が必要であるし、
タイミングも逃せない。前広報室顧問の見事な手腕により４１号もの広報誌が発行された
ことに敬意を表しながら、試行錯誤の連続、印刷会社泣かせの、「水光」の歴史を塗り替
える編集作業となった。

変えてしまうとこちらのほうが断然いい、と思うのは人間の適応能力の賜物だろうか。
現代の若者言葉に日本語の崩壊を懸念する声が多いが、昔、文語体が口語体へと変遷した時代でもやはり世論は同じ反応だったと聞
く。新しく変わるものもあれば、忘れてはならない良き慣習もある。古いものと新しいもののブレンドで ､更に味のある良いものを
目指そうと広報委員一同、創意工夫を凝らしているところである。 　春の花満開の時期に始めた作業も、ようやく発行の運びとなった。
今、初夏の香りと共にひまわりが大きく育ち始めている。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （広報委員　松崎　佐奈恵）

（花田和夫さんの手描き作品）
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サラダ風カツオの刺身 材料４人分
カツオ刺身用・・・・３００g

大根 ・・・・・・・４００ｇ

人参・・・・・・・・４０ｇ

葱・・・・・・・・・・１本

貝割菜・・・・・１/ ２パック

にんにく・・・・・・1 カケ

サラダ油・・・・・・・少々

調味料
ごま油・醤油格・・大さじ２

酢・・・・・・・・大さじ１

豆板醤・・・・・・小１/ ２

編 集

後 記
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　　　　　広報誌「水光」とホームページを同時リニューアル！！
　当院では、「ー地域と共にーいつでも、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」の理念をもとに、福津市、宗像市、その他周辺地域の皆さまのニ
ーズに応えるべく日々努力し、診療を行っています。さらに、地域の皆さまに当院（水
光会グループも含めて）の診療情報を適時に、的確な内容で提供するために、今般、
広報誌「水光」、ホームページを同時にリニューアル致しました。広報誌「水光」の発
行は年３回、ホームページは随時更新することになります。

　今後は、皆さまのご意見やご希望を頂戴し、「つくる」側と「よむ」側が一体となり、
今まで以上のご愛読がいただけますよう編集努力を致したいと思っております。是非
お気軽にお寄せ下さい。
　　宗像水光会総合病院　広報室・広報委員会事務局 
　　　  TEL 0940-34-3111( 内線 2211)　　FAX　0940-43-5981　  E ﾒｰﾙ：hosp@suikokai.or.jp

水光会グループ
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医療法人社団水光会   

宗像水光会総合病院

【診療科目】

、

【病 床 数】

ほっとニュース

【診療案内】

【面会時間】

救急告示病院、開放型病院、管理型臨床研修病院
(財 ) 日本医療機能評価機構認定病院

●介護老人保健施設 水光苑　      　　　　 TEL 0940-42-2221
    〒 811-3207　福津市上西郷335-1　

●介護付有料老人ホーム 水と光の園　　　 TEL 0940-34-3071 

●水光会地域総合ケアセンター　 　　　　TEL 0940-34-3434

●福津市水光会在宅介護支援センター　　 TEL 0940-34-0044

●水光会ふくま訪問看護ステーション　   TEL 0940-34-3133     

　 〒 811-3207　福津市上西郷491-1

●水光福祉会 水光デイサービスセンター 　TEL 0940-34-3331

●水光福祉会 水光ヘルパーステーション   TEL 0940-34-3332
    〒 811-3207　福津市上西郷487-1

●ふくとぴあデイサービスセンター　      TEL 0940-34-3338
    〒 811-3218  福津市手光南2-1-1 ふくとぴあ内

●学校法人水光学院　宗像看護専門学校    TEL 0940-52-5222
    〒 811-3305  福津市宮司2-11-20


