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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」

基本方針
・良質で適切な医療を効率的に提供します
・ 納得と選択に基づく科学的な医療を提供します
・的確な診療情報をお伝えします
・個人情報を適切に取り扱い管理します
・ 幸せな人生を送られるような医療を提供します
・ 人間性豊かな医療人を育成します
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宗像市長　谷井　博美

　新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、希
望に満ちた輝かしい平成23年の新春をお迎えのこととお慶び申し上げま
す。
　医療法人社団水光会におかれましては、日頃より総合病院としての医
療サービスはもとより、保健福祉、看護等、住民の方々の生活、健康を
支える包括的な医療機関としてご尽力をいただいておりますことに、地
域を代表し深くお礼申し上げます。
　さて、昨今の保健・医療・福祉を取り巻く環境は、高齢化が急速に進展する中で、疾病構造の変
化、医療の高度化など大きく変化をしており、医療機関は質の高い医療サービスの提供とならんで、
疾病・介護予防や健康づくり等に重点を置いた施策がますます重要になってきております。
　このような中、貴会は「地域と共に」の基本理念のもと、地域医療に密着した総合病院として、地
域の健康増進に多大なる御貢献をいただいております。今後も地域住民に安全と安心を与える総合病
院として大いに発展されますことを心から願っております。

　新年を迎え、新たな気持ちで今年こそは希望に満ち溢れた年にしたい、
と心願うばかりですが、相変わらず医療・介護・福祉の分野は切羽詰
まった厳しい現実に直面しています。昨年の診療報酬改定は、一部の大
学病院や大病院にとっては一服の涼となったかもしれませんが、地方の

医療崩壊は好転せず、相変わらずの医師・看護師不足の状態に変わりありません。
　医療・介護のマンパワー不足の中、我々がこれから覚悟しなければならない問題として、『超高齢
化』が挙げられます。あと15年後には年間死亡者数160万人、認知症高齢者数320万人時代の到来、
老・老介護、高齢者独居、介護施設不足の問題等々、世界中のどの国も経験の無い大きな高齢化の波
がそこまで迫っており、どのように対応していくのか真剣に考えなければなりません。
　また高齢者の増加に伴って、急性期の循環器疾患、脳卒中の患者さんが激増し、急性期治療から、
回復期、亜急性期のリハビリ治療、在宅・施設介護まで如何に地域の中でシームレスにきちんと対
応出来るか、医療機関の実力が問われる時代になってきています。地域のニーズに答えて行く為に、
我々自身も大きな覚悟が必要です。今年も何卒ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申しあげます。
　水光会グループ職員は、地域の医療・介護・福祉をしっかりと守ることを心に銘じ、地域の皆さま
に信頼され満足していただけるよう邁進してまいります。皆様にとって本年も健康であり、希望に満
ちた年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

新春のご挨拶
宗像水光会総合病院　院長　津留　英智

地域からの新春のご挨拶
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福津市長　小山　達生

　新年あけましておめでとうございます。
　医療法人社団水光会の皆さまにおかれましては、「地域と共に」を理
念の礎とされ、介護、福祉、予防医学・健康増進と幅広く地域住民の
ニーズに応えてこられました。
　また、施設の充実にも努めてこられ、一昨年６月に総合リハ・
フィットネスセンターを開設されるなど、地域住民の福祉と健康を守
るため、多大なるご尽力を賜り、感謝を申し上げます。
　これからも地域医療の充実に向けて取り組まれますとともに、救急医療・保健福祉・看護等に対
して、さらなるご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
　本市におきましては、現在、暮らしやすい魅力あるまちへと再生を図るため、都市生活サービス
機能が充実した健康で良好な住環境をもつ中心市街地の形成を進め、ＪＲ福間駅周辺地区を中心拠
点とする、商業・公益・交通・交流の各施設の整備・充実を集約的に進めているところです。
　これからも、本市のもつ豊かな自然や、歴史的・文化的資産などの貴重な財産を守り・育て・
活かし、今住んでいる人が生涯にわたって住み続けたくなり、市外に住んでいる人も「住んでみた
い」「行ってみたい」と思っていただけるような魅力あふれるまちづくりを進めてまいります。
　本年も変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆さまがたにとっ
て幸せ多い年となりますよう、心からお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

宗像地区消防本部　消防長　乙藤　富雄

　新年明けましておめでとうございます。
　宗像水光会総合病院の皆様には、地域と密着した救急医療機関とし
て日々献身的な努力をされていることに対しまして、心から敬意と感
謝を申し上げます。
　また、近年の災害や事故の多様化、自然災害の異常発生等、住民の
生命を脅かす災害が多数発生している中、救急医療の中核としてのご
尽力に重ねてお礼を申し上げます。
　さて、消防全般としましては、各種防災対策や救急・救助体制の拡充など、様々な課題に取組ん
でいるところでありますが、住民にとって地域の救急医療体制の充実が、大きな安心に繋がるもの
と思われます。
　救命率の向上を図っていくには、最終的に治療を行う医療機関と消防機関との連携が不可欠であ
り、貴病院は宗像地区では数少ない高度な医療施設が充実した総合病院として、また管内の救急医
療の中心的な役割を果たされており、誠に心強く思うものであります。
　今後とも、救急医療体制充実のため、ご尽力いただきますとともに、貴病院のますますのご発展
と皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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 介護老人保健施設　水光苑　施設長　沼田　史朗

　謹んで初春のお慶びを申し上げます。
　「おはようございます！」毎朝、利用者さまへの職員の元気な挨拶で水光
苑の朝が始まります。
　夜はぐっすり眠れたかな？朝食はちゃんと食べられたかな？体調に変化
はないかな？そんなことを思いながら、皆さんの顔を拝見し、「ヨシ、今日

も頑張ろう！」とやる気が出るのも、朝の挨拶からです。
　今年度は、開設20周年を契機とし、老健施設本来の目的である『在宅復帰』について、各々の担
当職務を通じ、ご本人とご家族を交えながら、協働作業（チームワーク）で実践することを標榜い
たしました。
　そのためには、職員各自の資質を高め、ご家族を含めたご本人とのより良い関係を築くことが重
要であり、日頃の声かけ（挨拶）こそ、その根本であると思います。

看護部長　上野　静香

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は国からの補助金を受けて新人看護師研修が実践でき、今まで以
上に充実したものになりました。今年は更に力を入れて行きたいと思っ
ています。
　また、県から看護協会に委託された看護力再開発講習会実習を受け、

潜在看護師の社会復帰に貢献することができました。新人看護職員研修・責任者研修でも当院の
看護師教育についてプレゼンテーションする機会があり、そこで人を育てる教育が出来ていると
評価を受け、今の教育体制や教育内容に自信が持てました。これも看護師長をはじめスタッフの
協力の賜と感謝しております。
　平成22年度は診療報酬改定を皮きりに病棟再編成（心臓血管センター開設、救急病棟の病棟変
更等）、更にはコンピュータシステム更新（特に画像配信）と目まぐるしい１年間でした。これ
らに対しても、看護部は動じることなく、皆の協力のお陰でスムースに展開することが出来まし
た。
　今年は次年度受審予定の病院機能評価Ver.6.0へ向けて、準備を進めて行きたいと思っており
ます。
　今後とも皆様の看護部へのご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

水光会グループ各施設　新春のご挨拶
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 介護付有料老人ホーム　水と光の園　施設長　植田　安昭

　新年あけましておめでとうございます。
　介護保険法が施行されて10年が経過し、当施設がオープンして５年が経
過いたしました。おかげさまで、利用者の方々は年々増加しており、うれ
しい悲鳴を上げております。核家族化・高齢化が進む中、需要は益々高ま
ると予想されます。この現状をしっかりと受け止め、質の高い介護が提供

できる様、職員のレベルアップを図ってまいります。また、当グループの理念であります「～地域
と共に～」の理念のもと、地域の皆様に愛され、喜んで利用していただく事を第一目標に取り組ん
でまいります。
　今後も皆様方のご支援、ご鞭撻を宜しく御願い申し上げます。
　簡単ではございますが、新年の挨拶とさせていただきます。

 社会福祉法人 水光福祉会　事務長　梶原　隆義

　新年あけましておめでとうございます。
　おかげさまで水光福祉会も今年で12年目を迎えることが出来ました。昨
年はケアセンターやリハビリテーション部の皆様のご支援を頂き、各セン
ターともご利用者様の増加をみることが出来、有難うございました。
　今年は「ふくとぴあデイサービスセンター」の紹介をしたいと思いま

す。
　「ふくとぴあデイサービスセンター」は精神、身体、知的障害者の受入れと重度の障害者の受入
れ可能な通所施設として設立。現在、生活介護・地域活動支援・相談支援の３業務を行っておりま
す。昨年10周年の記念式典を行いましたが、家族会の皆様との懇談会の中で、センターに対する感
謝の気持と同時に今後の期待を痛感させられました。
　今年も新業務の拡大と職員の研修、資格の取得に努め、より質の高い「ふくとぴあデイサービス
センター」を心がけ、来年度の自立支援法の改正に対応出来る体制を作って参ります。
　今後共皆様のご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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 水光会 総合リハ・フィットネスセンター　統括部長　中村　一平

　平成21年６月にオープンした「水光会 総合リハ・フィットネスセン
ター」も２回目の正月を迎えることになりました。この間、皆様方の格別
のご支援・ご愛顧により１日当たりの入館者が200名を超える日もでてき
ましたこと、心よりお礼申し上げます。
 　お客様（ご利用者様）をお迎えする立場の私達職員にとっては、１人で
も多くの方々にセンターをご利用頂くことが目標であり喜びであることは

申すまでもありません。健康増進クリニックを中核に、メディカルフィットネス、短時間（半日）
デイケア、維持期リハビリ、介護予防事業のそれぞれの部門が有効に活用され、地域の皆様の健康
増進（維持）に繋がることを願ってやみません。
　一方で、皆様に楽しくご利用頂くことも大切なことと思っております。11月16日には、スウィー
トスパローズと本田路津子さんをお迎えして、晩秋にふさわしいしっとりとした味わいのミニコン
サートを開催することができま
した。120人余の聴衆も本田さん
の美しい歌声とオカリナの音色
に忘我のひと時を過ごしておら
れました（写真）。
　末筆になりましたが、平成23
年もますますのご指導・ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

 小規模多機能型居宅介護施設　花みずき　　　　　　
 高齢者専用賃貸住宅　みずきの郷　施設長　江田　修

　施設開設から３年目の新春を迎えました。当施設は水光会総合病院の南
東側に隣接し、１階部分に「花みずき」、１～４階部分に「みずきの郷」が
設置されています。
　「花みずき」は地域密着型サービスのひとつで、「通い」、「訪問」、「泊ま
り」をミックスした特に認知症の方々に適した施設です。個々の状態にあ

わせ毎日を穏やかに過ごす環境を提供することが中心ですが、レクリエーション、各種教室、演奏
会などの参加により、「視る」、「聴く」、「触れる」ことの喜び、楽しさを味わっていただいています。
現在定員25名の内22名がご利用になっています。
　「みずきの郷」は高齢者用のマンションで、バリアフリー、病院・介護施設隣接が安心と安楽感
を与えています。規模はワンルーム（30.3㎡）24戸、１LDK（53.6㎡）９戸の合計33戸で、現在26戸
33名の方が入居中です。60歳以上の自立～要介護２程度までの方が対象で、自由に生活すること
が基本となっています。隣接の総合リハ・フィットネスセンターにて健康増進のため運動を行う方
も増えております。
　今年はさらに地域の皆様に、よりよいサービスが提供できるようスタッフ一同努力してまいりた
いと思います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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 宗像看護専門学校長　藤本　光敏

　新年明けましておめでとうございます。水光会グループの皆様には、日
頃から当校の看護基礎教育に対しまして心温まるご指導とご支援を賜り厚
く感謝を申し上げます。
　さて、ご承知のように、今日、高齢社会の到来、国民の医療・保健・福
祉サービスに対するニーズの多様化、医療技術の進歩など、看護、看護教
育を取り巻く環境は大きく変化して参りました。看護師の活躍の場はます

ます増え、看護師の質として、高い倫理観に基づいた人間理解、確実な看護診断能力、高レベルの
知識・技術などが求められています。
　本校では、このような社会の要請に的確に対応した十分な看護教育が行えるよう優秀な教員をそ
ろえ、指導力強化、研鑽の奨励、授業評価を行い、一貫した教育カリキュラムのもと、質の高い看
護師の養成に今年も取り組んで参ります。皆様には、何卒、本年も当校に対するご理解とご協力を
賜りますようお願い致します。

 地域総合ケアセンター長　花田　陽子

　新年あけましておめでとうございます。（やわらかな春の日差しを浴び、
草花も喜び地域を包みこんでいるようです。）
　私たち介護支援専門員は、「住み慣れた地域で生活をしていきたい」と望
まれるご利用者の方やご家族のお気持ちにそって介護保険サービスや地域
の社会資源等をお伝えしています。介護保険制度も皆さんに随分周知され
るようになり、私たちの業務も専門的知識・技術の向上、更なる細やかな

連携の必要性を感じております。グループ内はもちろんのこと地域の病院や施設、サービス事業所
等の皆様方と顔の見える連携を図りながら今後も業務に取り組んで参りたいと思います。
　本年も皆様方のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。

 有料老人ホーム　水光松風　事務長　竹浦　修一

　みなさま、新年あけましておめでとうございます。水光松風で事務長を
しております竹浦です。
　「水光松風」として再スタートし、３回目のお正月を迎えました。その間
に入居者の方々の出入りはありましたが、昨年の同時期から５名増となっ
ています。まだ空き室がありますので入居者募集を行っています。
　平均年齢ではこの３年で80.0歳から83.2歳へと年数分の増加ではありま

すが、入居者のほとんどの方が元気そのものです。
　最近の傾向としましては、殆どの方が広い30㎡程度のお部屋を希望されます。今迄ご家庭で生
活してこられたのと同じくらいの広い空間での生活を望んでいらっしゃるようです。
　そんな中で私たちがどの様なサービスを提供できるかが当面の課題だと考えております。
　本年も職員一同、力を合わせて入居者の方々に満足していただける施設づくりを目指していきた
いと思います。
　今後とも皆様のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
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　2010年９月初旬、約１週間の日程で、国際医療福祉大学の高橋
泰教授を始め、全日病の医療経営者を中心としたメンバーと、フラ
ンス医療体制を視察した。
　① SOSメディスン（ピザ宅配のように電話１本で医師が自宅に来て

くれるシステム）、マイケル・ムーア監督の映画『シッコ』にも登
場した医師セルジュ・スマジャ協会会長と会談。

　② SAMU DE PARIS（たらいまわしゼロの公的救急システム）、
救急専門医が高機能ドクターカーに同乗し、迅速な判断で各
専門医療機関を選択、場合によりER（救急外来）を介さずに
直接カテ室、手術室に搬入し、救命率を向上している。

　③ パリ市内のアメリカンホスピタル（ヨーロッパの医療ツーリズム病
院）外国人、富裕層が利用する民間非営利病院。

　④ ホテル・デュー（ヨーロッパで最も古い病院の一つ）公立病院。
パリ公立病院協会（APHA）会長と会談。フランス版DPCであ
るT2A包括医療についてなどについて協議。

　⑤ コシャン大学病院（General Physician専門医のジルベール教授
と会談）在宅医療、訪問看護、ターミナル、胃瘻、医療連携に
ついて協議。日本の地域医療連携パス制度について大きな関
心を示された。

　⑥ ジョージポンピドー病院（医療訴訟回避・ADR）ジャン・ウィル
スADR室長と会談。専従医師２名、専門ナース、患者側代表
も含むADRチームが編成されており、医療トラブル、訴訟に迅
速な対応をしていた。

　⑦ インスティチュート・ミューチュアリステ・モンテソリー病院（民
間非営利急性期型病院）パリ市内での病院評価ランキング常時
上位の450床の急性期民間病院。年間日帰り手術7500件。

　今回の視察で特に①SOSメディスン、②SAMU DE PARISが興味深かった。
日本における、夜間救急外来のコンビニ受診、救急搬送のたらいまわし問題など
に対して、フランスの医療システムを直ちに取り入れることはできないが、救急要
請電話に対してオペレーターの段階で、専門の相談員や医師が電話対応するだけ

で、不必要な夜間救急外来の受診者
や救急搬送件数がかなり軽減できるこ
とは実証されており、やれそうなことか
ら始めてみる価値はあると思われた。

第３回　日仏医療マネージメント研究会　フランス医療視察に参加して
院長　津留　英智

スマジャ会長を囲んで

ホテル・デュー病院前にて

視察団一行
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　10月10日（日）、晴天に恵まれたこの日、「第２回水光会グ
ループ親睦ソフトボール大会」が、なまずの郷運動公園にて
行われました。
　参加者総数189名。参加チーム12チーム。ソフトボールの
「ソ」の字も知らない素人の方から、ウィンドミルを極めた

玄人の方まで様々な職員が参加しました。さて、試合が始まると職員全員が真剣な表情になる
のですが、プロ野球のようにはいかず、珍プレーの連続。しかし、好プレー続出の試合や手に
汗握る緊迫した試合展開もあり、と大好評のうちに終了しました。
　優勝は大会前に何度も夜間練習を行っていた手術室チーム。本当におめでとうございます。
練習時間も限られる中、少しの時間でも練習に充てていたことが優勝へと繋がり、やはり何事
も積み重ねが大きな力に変わるのだなと改めて感じました。
　そして、本大会に応援で参加された家族の方々も多く、一投一打に温かい声援を送っていた
だきました。また、数多くの職員が事前準備から後片付けまで協
力いただき、水光会グループのみんなで運営した大会だったと大
変嬉しく思います。
　今回で２回目となったソフトボール大会でしたが、今後もソフ
トボールに限らず水光会グループの全職員が参加できるイベント
を開催し、グループの団結と連携を深めていきたいと思います。

　我らの水光苑が、めでたく20歳になったこの秋、20回目の
水光苑祭りが10月３日（日）、賑やかに開催されました。
　たくさんの方たちに、愛され育まれた水光苑に、大勢の方
が御来苑下さいました。
　記念すべき、本年の祭りは「自分達の手で、20周年にふさ
わしい試みを」をスローガンに、スタッフ一同一丸となって取
り組みました。
　練習に練習を重ね、披露して下さった入所者の、しゃもじ
を使った歌と踊りは感動の拍手。水光苑伝統の、凛々しい
ソーラン節はもちろん、すね毛の濃い選りすぐりの美女？たちの、二人羽
織り。入所男性スタッフによるサプライズの踊り・・・。場内は爆笑と大き
な拍手に包まれました。
　そして、初の試み今年の目玉！！「福引き大会」20個20kgの20品目の景
品に数字を読み上げる度に大盛り上がり！！「ワー」「おおー」と大興奮、た
くさんの方々に喜んでもらいました。入所者、利用者の方々も十分にお祭
りの雰囲気を感じていただけたようでした。
　来年、再来年とこれからも皆様に楽しんでいただける祭りを、企画して
いきたいと思っています。
　これを読んで下さった方も、ぜひ足をお運び下さい。

介護老人保健施設　水光苑（支援相談員）　坂﨑　剛

親睦ソフトボール大会

「祝20周年　水光苑」～水光苑祭り～
介護老人保健施設　水光苑　通所リハビリテーション（介護福祉士）　今村　由美子
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シンポジウム事務局

　晴天に恵まれた12月４日（土）の午後、宗像ユリックス・ハーモニーホールにて「第22回 健脚を
血管病から守る公開シンポジウム」を開催しました。
　総合司会には神戸大学名誉教授の岡田昌義先生、また、特別講演では世界のトッププロゴル
ファー宮里藍ちゃんの父、宮里優様をお招きしました。
　本会は全国の心臓血管外科施設において年２回、持ち回りで行われており、この度、当院が主催
する運びとなりました。その趣旨は、人間が生活するために不可欠な「足」をテーマに取り上げ、
動脈硬化症を始めとした血管病などについて知ってもらい、何気なく使っている「足」がいかに大
切であるかを全国に啓蒙することを目的とした公開講座です。
　シンポジウムの総合討論では、とても活発な討論が行われ市民の皆さんの関心が高いことに驚き
ました。
　講演会のほかにも特別企画で無料検査コーナーも設けており、整理券を配布しましたが定員を超
えるほどの盛況ぶりでした。
　本会を通じて少しでも多くの市民の皆さんに「足」の大切さを考えていただけたら幸いです。

水光会主催・「第22回 健脚を血管病から守る公開シンポジウム」

＜特別企画＞
・医師による医療相談コーナー
・末梢血流検査コーナー
・頚動脈エコー検査コーナー
・ 血液サラサラ度チェックコー
ナー
全検査とも、無料で行いまし
た。
他にも栄養補助食品のサンプル
配布、人工血管のサンプル展示
等行われておりました。皆様、多くのご参加ありがとうございました。

小物を使い、体全体
で表現してくださった
宮里氏

盛り上がりをみせた総合討論！　右手より小須賀先生、岡田先生、
吉武先生、檜田先生、田山先生、岡崎先生
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酸辣湯 (サンラータン )～ 食卓の一品 ～

作 り 方

①  豚肉は細切りにして、Ⓐで下味を付けておく。生姜・人参・エリンギは千切りにす
る。きくらげ・干し椎茸は水に戻して千切りにする。えのきは３㎝程度に切る。

②  鍋にごま油を熱し、生姜・豚肉を入れ、ほぐすように炒めて鶏がらスープを注ぐ。
③ 残りの具材を入れて、Ⓑで味付けをする。
④  水溶き片栗粉でトロミをつけ、卵をといて入れる。酢を加えて味を調える。
⑤ 器に盛って、ラー油をかける。

ポイント

　生姜の辛味成分であるジンゲロンやラー油に含まれる唐辛子のカプサイシンは血行を促進
し、体を温める作用があります。トロミの付いた温かいスープで寒い冬を乗り切りましょう。
 （管理栄養士　青木　智子）

●●
●● 栄養価（1人分）　エネルギー：102kcal　たんぱく質：9.8g　脂質：5.3g　塩分：1.3ｇ

　９月25日（土）、本田路津子さんをお招きして第46回・水と光のコン
サートを開催いたしました。この日は秋の穏やかな午後となり、約400
名、玄関先まで立ち見が出るほどの過去最多のご来場をいただきました。
　「秋でもないのに」、「耳をすましてごらん」といったデビュー曲やＮＨ
Ｋ朝の連続テレビ小説の主題歌、「風」、「悲しくてやりきれない」といっ
た懐かしいフォークソング、そして心洗われる讃美歌の数々が流れるエ
ントランスはまるで柔らかな光の射す聖堂のよう。
　手を合わせて歌う方、眼を閉じて微笑みながら聞いておられる方、思
わずほろりとなさる方…皆さん感動の面持ちで約１時間、澄みきった、
心に響く歌声を、ときに一緒に歌いながらお楽しみいただきました。

〈第46回　水と光のコンサート〉 ～風のささやきのように～

材料４人分
豚もも肉：80ｇ
　Ⓐ塩・こしょう・酒：少々
生姜：1 / 2片
人参：1 / 4本
きくらげ：中１枚
干し椎茸：大２枚
えのき：１/４袋
エリンギ：１/２本
鶏がらスープ：４カップ

　Ⓑ塩：小さじ2 / 3（4g）
　　黒こしょう：少々
　　醤油：小さじ1.5杯（8ｇ）
卵：1個
酢：大さじ2 / 3（10g）
ごま油：小さじ1
ラー油：少々
片栗粉：大さじ１
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診療科目
　総合診療科、 内科 ・ 糖尿内科、 呼吸器科
　消化器 ・ 胃腸科、 循環器科、 小児科
　リウマチ科、 リハビリテーション科、 外科
　心臓血管外科、 整形外科、 形成外科
　脳神経外科、 産婦人科、 眼科、 耳鼻咽喉科
　皮膚科、 泌尿器科、 肛門科、 放射線科
　麻酔科、 透析センター、 各種健康診断
　生活習慣病予防健診、 人間ドック ・ 脳ドック

受付・診療時間
　受付時間　午前 ８ ： ００～１２ ： ００
　　　　　　　　午後 １ ： ００～　５ ： １５
　診療時間　午前 ９ ： ００～１２ ： ３０
　　　　　　　　午後 １ ： ３０～　５ ： ３０
　休 診 日  日曜 ・ 祝日、 年末年始 (12/31 ～ 1/3)
　　※急患につきましては、 休診日、 時間外にかかわらず　
　　　診療致します。
病 床 数
　３００床 （一般 251 床、 回復期リハ病棟 49 床）
面会時間
　平日 14 ： 00 ～ 20 ： 00　休日 10 ： 00 ～ 20 ： 00
施設認定
　救急告示病院
　開放型病院
　基幹型臨床研修病院
　（財）日本医療機能評価機構認定病院 （Ver.5.0）
　福岡県重症神経難病ネットワーク協力病院
　久留米大学医学部教育関連病院

⑤

①
②

④
③

宗像水光会
総合病院

JR福間

上西郷交差点

上西郷インター

国
道
３
号
線

⑥

⑦
⑧

宮地嶽神社

福津市役所

JR福間

①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

②水光福祉会 水光デイサービスセンター
　水光福祉会 水光ヘルパーステーション

TEL 0940-34-3331
TEL 0940-34-3332

　〒811-3207  福津市上西郷487-1

③小規模多機能型居宅介護施設 花みずき
　高齢者専用賃貸住宅 みずきの郷
　水光会地域総合ケアセンター
　福津市水光会在宅介護支援センター
　福津市地域包括支援センター

TEL 0940-43-5001
TEL 0940-43-1112
TEL 0940-34-3434
TEL 0940-43-0044
TEL 0940-43-0787

　〒811-3207  福津市上西郷486-1

④水光会　総合リハ･フィットネスセンター TEL 0940-34-3135
　〒811-3207  福津市上西郷488-1

⑤介護付有料老人ホーム 水と光の園
　水光会ふくま訪問看護ステーション

TEL 0940-34-3071
TEL 0940-34-3133

　〒811-3207  福津市上西郷491-1

⑥住宅型有料老人ホーム　水光松風 TEL 0940-42-3505
　〒811-3219  福津市西福間4-1-1

⑦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

⑧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

水光会グループ

医療法人社団水光会   

宗像水光会総合病院
〒 811-3298　福岡県福津市上西郷 341-1

TEL.　0940-34-3111 ㈹
FAX.　0940-43-5981
ホームページ　http://www.suikokai.or.jp
E メール　　　   hosp@suikokai.or.jp
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