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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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われわれ病院にできることを
〜地域包括ケアの実践〜
宗像水光会総合病院

理事長

津留 英智

我が国は、世界に前例のない、少子高齢化社会、人口減少社会を迎えよ
うとしています。そこで国は「高齢者の尊厳の保持と自律生活の支援の目
的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分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、地域の包括的な支援・サービス提供体
制」である「地域包括ケア（システム）」の構築を推進しています。
そこに必要となる5つの構成要素は「医療」
「介護」
「介護予防」
「住まい」
「生
活支援」と言われています。我々は、福津市から地域包括支援センターの委託も受けており、センターを核とし
て、地域の病院、診療所、在宅訪問診療を行う医療機関、様々な介護施設や居宅支援事業所ともしっかりと連
携をとり、水光会グループをあげて福津市の地域包括ケア構築にしっかりと対応していきます。
また、病院での治療が必要になった患者さんは、入院した時点から、様々な多職種によるチームが、患者さ
んの身体状況から、ご家庭での介護の状況、ご家族を含めた社会的な状況も十分に把握し、退院した後も在宅
医療、介護ケアが切れ目なく継続できるように、住み慣れた地域で安心して暮らして頂けるようにと、ICTも使
用した『入退院支援システム（入退院支援チーム）』を立ち上げ稼働しています。
今後、高齢独居、老・老介護世帯が増えると、地域包括ケア構築のため四つの視点「自助」
「互助」
「共助」
「公
助」からも様々な取り組みを行う必要があります。厳しい財政状況からは、公助、共助によるサービスが大幅に
拡充されることは期待できず、自助、互助が果たす役割が大きくなります。福津市内全体では年間に約千人程
度人口が増加していますが、いずれは頭打ちになり、福津市内でも、いち早く人口が減少、高齢化が進んでい
る区域も出て来ています。
そこで病院の新たな取り組みとして、当院が運営している老人ホーム『水光松風（西福間 4 丁目）』内の講堂を
含めた施設の一部を、地域の皆様に解放し、多世代交流・多機能型福祉拠点として、集いの場『みどり』を 4 月
1 日にオープンしました。地域包括ケアの一環として自助、互助の観点から、共生し地域でお互いを見守り助
け合っていく街作りに生かして頂けるように、多世代が交流できる多機能な施設を目指して運営を行っていき
ます。子どもさん方が自習して頂けるような学習スペースもあり、講堂では、認知症予防、健康増進のための
様々なイベントを行うことも可能です。
今後とも、水光会グループは、医療・介護・福祉・看護教育を含むケア複合体として、組織全体が地域に対
する強い責任感を持ち、職員全員で地域包括ケアの構築に取り組んでいきたいと考えています。
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乳がん検診について

外科部長

岸本 幸也

乳がんの早期発見
画像診断マンモグラフィと超音波の違い
乳がん検診で最初に受ける検査としては、視触診、マンモグラフィ
（乳房Ｘ線検査）
、乳腺エコーがあります。いずれも体に負担がかか
りにくく、病変（乳がん）を検出するには、必要な検査です。視触診
だけでは乳がんを見落とす可能性が高く（H 29 . 4 から単独検診は廃
止）
、マンモグラフィ、乳腺エコーの併用で病変を見つけ、診断を行
います。しかしどちらがより有用かは年齢や乳房の状態によって違

日本乳がん学会認定医、検診マンモグラフィ読
影認定医、日本乳腺・甲状腺超音波診断会議読
影認定医

い、若年者
（例えば 35 歳以下の女性）は乳腺密度が高い（高濃度乳房）
ため、マンモグラフィでは、乳房全体が真っ白な画像に。しこりも白
い画像として映るため、雪山の白ウザギを見つけるがごとく、病変を
見逃してしまう可能性があります。乳腺エコーは視触診やマンモグラ
フィで検出できない乳がんも検出可能で、高濃度乳房を対象とした
超音波検査では乳がん検出率が上昇したとの報告も。高齢者女性の
マンモグラフィでは、年齢を重ねるにつれて乳腺が脂肪組織に置き換
わるため乳房全体に黒い部分が多い画像となり、しこりも若年者に比
べ検出し易い。よって高濃度乳房が多い20〜30歳代の検査
（や検診）
は視触診と乳腺エコーがより有用で、40 歳以上の場合は視触診とマ
ンモグラフィがより有用なケースが多いかと思います。

乳腺エコー：プローブを動かしながら、
乳房内部を確認します

なお、マンモグラフィは、ごく小さなしこり、エコーでは見えない
微細な石灰化の性状や範囲をとらえることに優れています。石灰化
として現れる早期乳がん発見には、乳腺エコーよりも有用で、エコー
とマンモグラフィの所見を総合的に判断することで特異度（がんでな
い人ががんでないことの結果がでること）の上昇は期待できます。
最後になりますが、
「40 歳以前に健康な状態のマンモグラフィを
撮影しておくとその後の検診との比較ができ、病気が発見しやすい」
という考え方（ベースライン・マンモグラフィ）があります。若年者
でも受診の際にマンモグラフィを一緒にされることをお勧めします。
マンモグラフィ：乳房を挟んで上下、左
右方向から撮影します
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新しく着任しました常勤医師を紹介します
４月１日より10 名、１月、３月各１名の医師、臨床研修医４名が着任しました。よろしくお願いします。

新任医師
総合診療・健康増進クリニック医師 岡部 正之
１月より赴任いたしました。岡部正之です。久留米大学を昭和46年に卒業で、消化器外科全般
（そ
の中でも特に胆道外科）を行ってまいりました。卒業後10年目より、筑後労災病院で27年、廃止後、
飯塚市立病院で７年、計 34 年間飯塚市で地域外科医療を行ってまいりました。この度、水光会で
はリハビリ、メディカルフィットネス、健康増進クリニックを主体に救急外来、手術にも携わって
まいります。どうぞよろしくお願いいたします。
内科医師 梶原 光嗣
今年の３月から宗像水光会総合病院で仕事をさせて頂いている梶原光嗣です。大学卒業後四半世
紀は、心臓疾患の診断治療に従事しておりましたが、今後は総合診療医として、地域の方々に喜ん
でいただけるよう努めてまいります。宜しくお願いいたします。
泌尿器科医師 木室 里依子
４月よりお世話になります、木室里依子（きむろりえこ）です。佐賀県杵島郡白石町という “ド” が
付いてしまうくらいの田舎の出身です。産業医科大学を卒業後は、長崎県大村市の長崎医療セン
ターで２年間研修をし、大学へ戻り１年間働きました。卒後４年目で、まだまだ未熟者ですのでた
くさんご迷惑をおかけするとは思いますが、早く新しい環境に慣れ、多くのことを経験したくさん
学ぶことができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
外科医師 室屋 大輔
卒後９年目になります。専門は肝胆膵外科で主に大学で働いていました。検査を担当することが
多かったので、現在手術を含めてまだまだこれから勉強をしていく身です。今回当院で働かせて頂
くことになり、地域医療や一般外科を再度学ばせて頂くよい機会と思っています。救急車受け入れ
数も多く、必然的に緊急手術も多いと思いますが、患者さんはもちろん、自分自身の経験として１
症例毎にしっかりと処置、手術と研鑽を積んでいきたいと思います。
整形外科医師 中川 愛梨
ご縁があって今年度から宗像水光会総合病院で働くことになりました。整形外科の中川愛梨と申し
ます。明るく素早く正確に仕事をこなすのを目標とし、新しいことにもチャレンジできたらと思ってい
ます。まだ手術の腕は半人前ですが、ここで多くのことを学び研鑽の日々を送りたいと思っています。
整形外科は力仕事も多く、体力面等不安はありますが、諸先生方や医療スタッフと協力し、より良い
医療に繋がるよう精進して参りますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
心臓血管外科医師 中村 英司
久留米市の聖マリア病院より赴任いたしました中村英司と申します。これまでは末梢血管手術を
担当する機会が多くありました。当施設では、人工心肺を使用した心臓・大血管手術はもちろん、
低侵襲手術としてのステントグラフト内挿術や、血管内レーザー焼灼術など、多岐に渡る心臓血管
手術に対応できます。このような素晴らしい環境の中で、当方も地域医療に貢献できるよう努力い
たします。今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
眼科医師 福本 嘉一
九州大学眼科より赴任いたしました福本嘉一（よしかず）と申します。昨年１年間、眼科は非常勤
の勤務でしたが、この度、常勤医として、眼科を担当することになりました。医師は一人だけの科
ですので、できることも限られますが、地域のお役に立てれば幸いです。よろしくお願いいたしま
す。
循環器科医師 安徳 喜文
４月より赴任しました安徳喜文と申します。九州大学を卒業後、10 年目となります。地元は福岡
市の隣、春日市です。趣味は自転車で、休日は近辺にサイクリングに出かけたりしています。まだ
まだ若輩者であり、不十分なところも多いかと思いますが、地域の皆様に少しでも貢献できるよう
努力して参りますので、どうぞ宜しくお願いします。
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内科医師 貫 陽一郎
今年の４月より赴任いたしました消化器内科の貫（ぬき）と申します。九州大学の第２内科より
参りました。消化管疾患の診療や胃・大腸の内視鏡検査や内視鏡治療を主に担当させていただきま
す。今回、宗像水光会病院では久しぶりの常勤の消化器内科医とのことで、消化器疾患の診療を通
して地域の皆様に貢献できればと思っております。まだ１名の常勤医体制であり、できることは限
られているとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
泌尿器科医師 坂本 卓郎
産業医科大学の泌尿器科に入局しました坂本卓郎と申します。宗像水光会総合病院で初期研修を
終えて、そのまま一年間泌尿器科医として御世話になります。卒後３年目であり、泌尿器科として
まだまだ未熟者ですが、どんどん専門的な知識を蓄えて成長していこうと思います。よろしくお願
い致します。
外科医師 倉津 諭
今年４月よりお世話になります、外科の倉津諭と申します。産業医科大学を卒業後、もともと千
葉県出身ということもあり、千葉の病院で２年間研修を行い、３年目で産業医科大学病院のＩＣＵ
で１年間勤務しておりました。４年目から外科スタートとなり、今後も外科医として医師をやって
いきたいと思っています。患者さんの立場に立って物事を考え、医療を行うことのできる外科医に
なりたいと思っています。まだ外科のいろはも分かっていない未熟者ですが、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。
健診医師 竹本 弥栄子
この度、４月より宗像水光会総合病院の健康増進室で常勤医として働くこととなりました。竹本
弥栄子です。九州大学医学部出身で、循環器内科の医局に入局しました。離職期間が長かったので
すが、この６年間はJCHO九州病院の健診部で非常勤医として勤務していました。この経験を活か
しながら水光会の健康増進室の更なる発展に役立つことができたらと思います。

研修医
臨床研修医 内田 翔子
この度研修医としてお世話になります日本医科大学卒の内田翔子です。出身地は朝倉市です。
筑後地方以外はあまり詳しくないので、ぜひ色々と教えて下さい。まだまだ至らない所が多くて
ご迷惑をおかけすることも多々あるかと思いますが、少しでも早く皆さまのお役に立てるよう精進
して参ります。どうぞよろしくお願い致します。
臨床研修医 太田 克樹
この度、宗像水光会総合病院で研修させていただくことになりました太田克樹です。東京都出身
で、北九州の産業医科大学を卒業致しました。大学時代は弓道部に所属しており、今でも時々弓を
引いています。
先生方をはじめ、スタッフの皆様から指導して頂き、充実した研修を受けさせていただいており
ます。まだまだ未熟でご迷惑をおかけしますが、この地域の医療に貢献できるよう、２年間必死に
研修に励んで参りたいと思います。
臨床研修医 中村 陽介
この度、宗像水光会病院で働くことになりました、研修医の中村陽介です。久留米出身で、大学
も久留米大学医学部を卒業いたしました。研修医として、まだ始まったばかりですが、新しく学ぶ
ことが多く、とても勉強になる毎日をおくらせていただいています。これからも御指導御鞭撻のほ
ど、宜しくお願い致します。
臨床研修医 繁永 いづみ
４月から２年間、研修医として働くことになりました繁永いづみです。久留米大学医学部を卒業
いたしました。趣味は、料理、筋トレです。腹筋を割りたいと思って密かに家トレをしています。
医師としての生活が始まり、新しいことばかりで日々自分と奮闘しながら過ごしています。上級医
の先生を始め、多くのスタッフの皆さん、患者さんにご迷惑をおかけしますが、恩師から合格報告
時に頂いた「常に謙虚に」
「Dr. centered Patientʼ s mind」を忘れずに２年間の研修を充実したものに
なるよう努めます。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
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平成28年度

今年は４名が２年間の初期臨床研修を修了しました
平成 29 年４月１から多くの方々が水光会総
合病院の新たな力として加わられ、当院は一段
とにぎやかになりました。今回の広報誌をご覧
頂ければ、着任された先生方の自己紹介記事中
に、新たな４人の初期臨床研修医も見て頂ける
と思います。毎年のことですが、新たに入職す
る研修医がいれば、当然卒業していく研修医も
います。平成 27 年４月１日に当院に入職した４
人の初期臨床研修医は３月31日をもって２年間
の医師臨床研修を無事修了し、修了証書授与も
催され、当院を巣立って行きました。４月から、
坂本先生

それぞれの専門分野への道を歩き始めました。

大石先生

院 長

理事長

平木先生

山村先生

４人の先生からのメッセージ
大石 年訓
２年間お世話になりました。

坂本 卓郎
水光会の先生方、スタッフの

スタッフの皆さんに温かく支え

皆様には２年間大変お世話にな

ていただき充実した臨床研修を

りました。癖の強い研修医たち

送ることができました。今後は

だったと自分でも思いますが、

九州大学第２内科で修練してい

色濃い思い出を残すことができ

きます。まだまだ未熟な身です

ました。これで卒業だと思うと

が頑張っていきます。２年間有

寂しいです。私は泌尿器科医師

研修に関わっていただいた先

難うございました。

として１年間残りますのでこれ

生方をはじめ皆様から学んだこ

からもよろしくお願いします。

とを実践に活かし、今後もそれ

（笑）

《臨床研修事務局から》

ぞれの場所で頑張ってほしいと
思います。
４名 は 久 留 米 大 学、 九 州 大

平木 陽

山村 走平

学、 産 業 医 科 大 学 へ と 入 局 と

２年 間、 水 光 会 総 合 病 院 で

周りのスタッフの方や先生方

なります。いつの日か戻ってき

研修させていただきとても多

に支えて頂きながら、２年間の

てくださる時にはひとまわりも

くの経験を積ませていただきま

初期研修を無事終えることがで

ふたまわりも成長した姿を見せ

した。この経験を活かし、専門

きました。本当に２年間有難う

ていただくことを期待していま

領域に進んでいきたいと思いま

ございました。

す。研修修了、本当におめでと

す。２年間、大変お世話になり
ました。

うございます。
（中島 由紀）

水
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院内ラウンドサポートチーム
看護師長

岡 由美子

医療安全管理室

梅津 敦士

院内感染対策委員会についてご紹介します
病棟のラウンド

現在、I C T（インフェクションコントロールチーム）感
染リンク委員会､院内感染対策委員会は、感染状況の把握、
院内感染対策などの活動をしています。感染対策は勿論
ですが、委員会の １回／月の会議、病棟のラウンド、勉
強会、九大との研修会など行っています。

28 年度院内研修会報告
院内感染対策委員会では、年２回の研修が義務付けられていま
す。皆さんがより判りやすく、興味を持って受けることが出来る
よう企画しました。
平成 28 年 12 月２日、５日、14 日の３日間に研修会を行いま
した。この時期に１番興味のある疾患を絞り込み、インフルエン
ザとノロウイルを選択しました。今回の研修は「ねころんで読め
るCDCガイドライン」の著者でもある、
「矢野邦夫先生」の講義を
DVDで視聴しました。参加者 400 名ほどで、疾患、対策、現場
での注意事項について、エビデンスにもとづきながら楽しく学べ
たと思います。研修は、受けるだけでなく、人に話して伝えるこ
とで、より一層自分のものになると言われています。今後も誰か
に話したくなるような、感染の勉強会、研修を開催したいと思い
ます。３月より、感染専門看護師を迎えて、正しく楽しく感染に
対する知識が増えるよう、企画していきたいと思っておりますの
で、今後にご期待ください。

専門看護師の紹介

感染症専門看護師としての活動を始めました！
地域を含めた感染対策を目指して

3 月より医療安全管理室へ入職しました感染管理を担当します看護師の梅津と申します。専門分野
は感染対策、感染症看護です。また、疫学、費用対効果など数字が好きな変わり者です。皆さんは、
感染と聞いて何を連想されますか？感染管理は、医療安全と同様に医療法施行規則に記される重要な
項目です。患者さんだけでなく、面会者や働いている職員の他、紹介を頂く地域のクリニックや施設
を含めた感染対策の連携が重要です。そのためにも、当院の感染対策チームを強化し、病院内・外の
ラウンドを行っていきます。感染対策は患者さんの傍らにいる皆さんが主役です。私たちはそのサポー
トを行っていきますので、今後の活動をよろしくお願い致します。

水
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歯科衛生士による専門的口腔ケアをはじめました（病棟）
〜医療の質の向上と在宅支援につなげて〜
平成 29 年２月１日より、当院では口腔の疾病や合併症の予防、経口摂取の促進を目的に院外の歯科医師の口腔ケアの活
動にプラスして病棟に専従常勤の歯科衛生士による専門的口腔ケアを開始しました。
入院患者さんを対象にベッドサイドでの口腔清掃やブラッシング指導、口腔機能訓練などの口腔ケアを行ってい
ます。病棟との連携を深めながら、今後さらにより良いチーム医療を提供できるよう努めていきます。

● 虫歯や歯周病等の口腔内疾病、
感染症の予防
● 口腔機能の回復・向上
● 会話等のコミュニケーション
機能の回復・維持
● 誤嚥性肺炎の予防
● QOL（生活の質）の向上

口腔ケアの目的

認知症研修会報告

みる の

◆看護師、介護職約 200 名参加

看護師長

瞰野 裕実

2025 年に認知症を患う方が 700 万人を超えるといわれており65 歳以上の高
齢者のうち５人に１人が認知症になる時代が目の前にあります。認知症ケアを必要
としている方が増加し、すべての看護師が認知症看護の実践者になる必要がある
といわれています。

新オレンジプランの福岡県看護職員認知症対応力向上研修を受講させていただき、基本知識や個々の認知症の特徴等に対
する実践的な対応力を習得し、看護職員に対し伝達することで、認知症ケアの適切な実施と、マネジメント体制の構築を行う
ため、平成29年２月22日
「基本知識」
、28日
「認知症」
、３月８日
「せん妄」について認知症研修会を開催させていただきまし
た。約200名の看護師、介護職からの参加があり、現場では既に「何とかしなければならない」という課題に直面しているの
だと感じました。
急性期病棟の認知症患者の比率は10〜50％で、認知症の方は、せん妄を合併し易く20〜30％は合併するといわれてい
ます。看護職１人１人が認知症に関心をもち、役割を果たすことが重要で、さらに多職種との協力と連携を得ることも必要です。
今後、超高齢化社会となりますが、認知症と診断されたとしても住み慣れた地域で、その人らしく生活していくことを支援
できるように、認知症の理解を深めていきます。
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第２回自殺未遂者支援研修会

「自殺未遂者とその家族への支援の実践について」
主催：宗像遠賀保健福祉事務所

自殺未遂者への支援について理解を深める機会となりました
担当：医事課

三坂 昌昭

平成 29 年２月17日宗像遠賀保健福祉環境事務所よりの依頼で、
「自殺未遂者支援研修会」を当院で行う事となりました。１回目が 52
名・２回目が 56 名と多数の参加となりました。医師・看護師はもと
より各部署からも参加頂き、関心の高さが伺えました。保健所もこ
れほどの数の参加は予定しておらず、
「さすが水光会」との評価を得
ました。特に、２回目はグループディスカッションも取り入れられ、
参加者が真剣に討論している姿は頼もしいかぎりでした。実際に自
殺未遂の患者さんは、一番対応が難しい患者と思われます。研修会
は今後も続けて行く予定です。病院のみでなく、水光会グループ全
体で、今後も勉強していきましょう。

福岡大学医学部精神医学教室

原田 康平助教

「地域医療構想その先にあるもの〜トリプル計画＆ダブル改訂など〜」
津留理事長の勉強会開催
地域医療構想の策定作業が進んでいる中、福岡県地域医療構想調整会議委員の当院理事長の講義が、プレミアムフライ
デーのスタートのまさにその平成29年２月24日金曜日の15時から、医療系の経営勉強会が開催されました。院内職員と
外部業務関係者ら50 数名が参加しました。医療費抑制及び少子高齢社会に相応しい地域医療体制の構築を目指して限りあ
る医療資源の有効活用を推し進め、全国や福岡県13の二次保健医療圏でも、地域差が明確になっている為、各地域の実情
に合わせた早急な取り組み課題で、関係部各位にとっても情報提供がこれまで以上にもとめられるのか、熱心に講演会に聞
き入り、プレミアムな少し豊かな時間を過ごすことが出来ました。

水
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外来エントランスホールのリニューアル ＊コンセプトは自然

平成 29 年４月１日、外来エントランス一帯を
リニューアルいたしました。『自然』をコンセプ
トに、ロビー中心にはシンボルとなる『木』を据
えて、足元には水光会の『水』の流れをイメージ
したカーペットを、また『花』をモチーフにした
ソファや、
『緑』の壁面パネル等も配置しました。
診察に訪れた患者さんにも好評で、
「明るく、
おしゃれになった」
、
「椅子が座りやすくなった」
等のお言葉を頂きました。新しいロビーでお待
ちいただく時間が快適な時間となりますよう、
スタッフもより一層努めてまいります。
（企画室 高濱 奈緒子）

改装後

改装前

この４月１日からハイサービスをお届け
する目的で、ホスピタルコンシェルジュの
スタッフを配置いたしました。
何かございましたら、ご遠慮なくお声掛
ください。
院内のご案内、受診の方法のご説明、
各種お問合せの対応等、ご来院の皆様を
サポートいたします。
もちろんプライバシーへの配慮も心が
けてまいります。
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病院ベッドの機能向上へ ＜電動ベッド入れ替えが完了しました＞
―高い安全性と快適性を求めて―
平成 29 年２月24日〜３月10日の期間で４日間を掛けて、病院のベッドを電動ベッドに刷新しました。
これは、各病棟に設置しているベッドと透析室に設置している317台が対象となり、ほぼ病院全てのベッドが該当します。
搬入作業は晴天に恵まれ、事故もなくスムーズに入替作業を行うことができました。
既に、患者さんからは「寝心地が良くなった」
「電動だから自分で動かせる」等のご意見や、職員からは「動きが軽くて搬送
が楽になった」等、良い意見を頂いています。
今後も患者さんのサービスの向上が出来るよう、病院全体として取り組んで参ります。

病室搬入前のベッド組立作業の様子

情報配信モニター設置について
今年１月23日より、来院された方へ当院の特色、取り組みなどを知って頂く為のツール
として、新しく12ケ所にモニターを設置しました。このモニターでは新着任医師の紹介、
当院に導入している医療機器や行っている治療・検査、公開講座のご案内などの動画を放
映していきます。水光会グループをもっと知って頂けるように、今後もコンテンツの内容を
充実させていきます。

院内新規設置場所
◆ １Ｆ中央ホール
◆ 放射線科前廊下
◆ 外来イートイン
◆ 救急外来待合室
◆ 手術室前廊下
◆ 透析室前
◆ 4 Ｎ詰所前
◆ 各病棟談話室

（12）第 69 号

新人看護師入職時研修
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〜新たな仲間が増えました〜

桜が咲き始めた平成 29 年 4 月1日、30 名の新人看護師が入職しました。宗像看護専門学校の卒業
生が 23 名、他校から7 名を迎えました。
4 月4日〜 7日の 4日間で、看護部教育委員会主催の入職時研修を行いました。感染対策、メンタ
ルヘルス、接遇、コミュニケーション、体位変換、採血など実技やグループワークを多く取り入れた
研修でした。緊張した面持ちの新人さんたちも、研修を受ける中で少しずつ現場に入る前の心構え
ができたようです。研修講師の先輩看護師の顔を見たことも安心感に繋がったようでした。入職時
教育委員長

から1年間計画的に研修を行い、教育委員一丸となって成長をサポートしていきます。

木下 いずみ
技術の練習は宗像看護専門
学校をお借りして行いまし
た。新人さん同士で採血を
行うことで、患者さんの気
持ちを体験できました。

先輩看護師の新人時代の体
験 談には興味 深々でした。
また、手洗い講習では洗い
残しにびっくりしました。

新人看護師はひよこのシー
ルを名札に1年間貼っていま
す。温かいご支援よろしく
お願いします！

平成 29 年４月１日付け新採用職員 58 名（臨床研修医・リハビリ・薬剤師・検査技師・臨床工学士・放射線技師・事
務・看護師）が当院に入職しました。全体研修を行い、当院の職員としてスタートをきりました。患者さまに信頼され
る職員をめざして今、各職場で奮闘している状況です。新採用者(＆中途入職者)一人ひとりが、一歩ずつ成長し自分の
力を発揮できるよう頑張ってください。今回は全体研修後、看護部の研修を覗かせて頂きました。とてもステキな笑
顔で仲間入りしてくれました。
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院内のバックヤード見学を行いました。

第３回病院モニター１月26日は、患者さんや院外の方が普段入ることが出来ない院内の裏側、バックヤードをモニター
の皆さん（７名）に見学して頂き、その現場でどのような事が行われているのか、業務の内容や流れを実際に見て頂きました。

ご感想から
●中央材料滅菌室は医療器
具等がたくさんあり、見
学出来て面白かった。
●大胆な企画だなと思いま
した。また、勉強になり

薬局

放射線室

調剤、注射薬調剤、注射薬調整、医薬品
管理、医薬品情報管理など

放射線関連検査数は年間63,000 件ほ
ど、24 時間いつでも放射線機器が安全・
正確に運用できる体制を整えています。

ました。
●医療の裏方のスタッフは
凄いと感じました。特に
栄養室はすごい。医療法
との兼ね合いも勉強にな
りました。
●薬局で行っている分包の
大変さを知りました。

栄養管理室

サプライセンター

入院患者への食事提供、入院患者の個別
栄養管理、食事指導など

外来・病棟・手術部で使用した医療器材
を回収し、洗浄・組立・包装・滅菌・保
管・供給する業務を行います。

平成 28 年度最後の第４
回病院モニター３月 23 日
には、６名の方にご参加頂
きました。意見交換会を行
い、モニターの皆様から１
年間を通しての感想や、新
たなご意見・ご要望を頂き
ました。今後、さらに良い
病院づくりを目指していき
たいと思います。今後、患
者モニター制度は、地域の
各種団体等にもお声をか
け、町づくりとして取り組

中央検査室
生理機能検査・細菌検査・病理・細胞
診・輸血など

第 4 回病院モニター会議の様子

んでいきたいと計画してい
ます。
（企画室

阿部 享仁）
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水光松風で集いの場『みどり』多世代交流施設を
４月から開始しました。 社会福祉法人水光福祉会 磯野 孝子
地域の絆の中で高齢者を始め全ての人々が心豊かに生活できるよう、小さな拠点における
制度縦割りを排除した生活のサービスを支援します。
お問い合わせは、集いの場担当：磯野 42 - 3505 にお願いします。

集いの場 みどり は平成 29 年４月１日に福津市西福間「水光松風」内１階
に開所いたしました。目的は現代の少子高齢社会という現状においても、地
域により強い絆が広がり、お互いを想い合い、支え合える関係を構築するこ
とです。場所は住宅型有料老人ホーム「水光松風」１階の一部を利用し、大
広間（約70 畳）
、小会議室（約10 畳）
、ロビー、学習スペース、授乳室等を準
備しており、ご利用時間も毎日10：00 〜17：00まで開いております（１/１〜
３は休み）
。乳幼児、幼児から学生、大人の方々など、いろいろな世代が交
流し、勉強をしたり、おしゃべりをしたり、講座に参加していただいたりと
使い方は自由です。まだスタートしたばかりで、不慣れな点も多くあります
が、地域の方々といっぱいお話をし、力を合わせて楽しい居場所となるよう
努力いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月 １１月

支援内容内訳

H27年度
在宅支援
転入・施設入居
療養中の心理的・社会的問題
受診・受療援助
経済的問題の解決・調整援助
入院相談
苦情相談
その他

H28年度

地域医療連携室実績報告
紹介率
紹介率

H28年度支援内容内訳
Ｈ28年度支援内容内訳

（％）
45.0
40.0

0%

35.0

2%

在宅支援
0%

30.0

1%

10%

22%

9%

25.0

療養中の心理的・社会的問題
受診・受療援助

20.0
15.0

経済的問題の解決・調整援助

10.0

56%

5.0

（月）

転入・施設入居

入院相談
苦情相談

0.0
４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１

２

３

その他

H27年度 29.6 25.2 28.5 28.0 26.5 33.8 28.2 33.0 33.2 29.6 34.9 34.3
H28年度 37.0 37.1 37.9 38.3 35.8 38.7 35.4 39.7 38.9 38.6 36.0 41.0

延べ相談件数
延べ相談件数
（件）
600
500
400
300
200
100
0
（月）

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

Ｈ27 366 435 422 309 363 418 513 357 378 332 308 328
Ｈ28 463 464 361 335 310 323 365 355 350 419 392 570
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〜食卓の一品〜
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レシピ監修：管理栄養士

宮崎ひとみ

春野菜のきんぴら散らし寿司
材料（６人分）
米…………………
牛もも薄切り肉 …
ゆで筍 ……………
新ごぼう …………
人参………………
アスパラガス ……
白いりごま ………

作り方

米用カップ２
200g
100g
100g
30g
30g
少々

【調味料Ａ（筍・ごぼう・人参）
】
酢…………… 大さじ１と1/２
醤油………… 大さじ１/２
砂糖………… 大さじ１/２
塩…………… 小さじ１/４
【調味料Ｂ（牛肉）
】
醤油………… 大さじ１と1/２
砂糖………… 大さじ１
酒…………… 大さじ１
【調味料Ｃ（合わせ酢）
】
酢…………… １/４カップ
砂糖………… 大さじ２
塩…………… 小さじ３/４

①米は炊く30分前に洗って水をきり、
同量の水（360ml）を加えて炊く。
②ゆで筍は薄い短冊切り、ごぼう・人
参は細切りにする。別々に茹でて水
気をきり、調味料【Ａ】をからめて
下味をつける。
③牛肉は3cm幅に切り、調味料【Ｂ】
と鍋に入れ、中火で煮て火を通す。
④アスパラガスは塩茹でして冷水にとり、はかま
を取り除いてから好みのサイズに切っておく。
⑤ご飯が炊けたら熱いうちに〈合わせ酢〉を加
え、切るように混ぜる。全体に味がなじんだら
②③の汁気をきって加え混ぜる。
⑥粗熱がとれたら器に盛り、アスパラガス・白い
りごまを散らす。

栄養価（１人分）
エネルギー：314kcal、たんぱく質：11.9g、
脂質：4.1g、炭水化物：54.2g、塩分：1.9g

春野菜はビタミンＡ（カロテン）、ビタミンＢ群、ビタミンＣ、苦み成分などを多く含み、新陳代謝を活発にして元気な体へと回復
させてくれるパワーを持っています。その秘密は優れた抗酸化作用と苦み成分による解毒作用にあると言えます。長い冬の間は運
動不足になりがちで代謝は低下傾向になりますが、春の訪れによって体も起動し始めます。春野菜でおいしく体調を整えましょう。

第２回

患者満足度調査結果のご報告

昨年行いました患者満足度調査の結果が出ましたので、報告致します。外来・入院の患者さまにはご協力いただき、誠にあ
りがとうございました。
（調査期間：2016年12月５日〜12月13日 回答数；外来：1538件
（43％）
、入院：130件
（37％）
）
① 病院全体の満足度
入院

やや不満である
不満である
どちらで 2.16 ％
0.23 ％
もない
8.31％

③ 改善が必要な点
外来

どちらで
もない
13.89 %
やや満足
している
40.57 ％

（外来）会計の待ち時間、設備の改善。

不満である
やや不満である 1.50 %
5.19 %

満足して
いる
48.73 ％

（病棟）食事、設備の改善。
④ 分析

満足して
いる
36.34 %
やや満足
している
43.06 %

ポジティブなご意見が大幅に増加。接
遇面では向上傾向。会計待ち表示の導
入要望等で待ち時間評価は減少。
※さらに詳しい内容につきましては、病院の
ホームページをご覧ください。ご意見・ご
要望への回答を一部掲載しております。

② 項目別評価結果
外来部門の評価５点満点平均【H27（H28）】

入院部門の評価５点満点平均【H27（H28）
】

当院をすすめようとするか 3.88（3.90） 放射線室の応対

4.39（4.44）

当院をすすめようとするか 4.23（4.18） 薬局の応対

4.39（4.34）

会計の待ち時間

4.47（4.53）

当院の食事

4.10（3.84） 手術室の応対

4.70（4.67）

病棟の設備やサービス

4.53（4.07） 看護師の応対

4.66（4.66）

退院時の説明や情報提供

3.94（4.42） 医師の診断や説明

4.66（4.46）

リハビリ室の応対

4.65（4.68） 受付や会計の応対

4.39（4.38）

検査室の応対

4.49（4.33） 栄養室の応対

− （4.51）

放射線の応対

4.32（4.46） 入院は満足したか

− （4.28）

3.49（3.31） 看護師の応対

診察までの待ち時間

3.13（3.18） 医師の診断や説明

4.48（4.48）

当院の設備やサービス

4.13（4.10） 受付や会計の応対

4.39（4.40）

リハビリ室の応対

4.35（4.45） 栄養室の応対

検査室の応対

4.38（4.45）

− （4.21）
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診療科・健診等

診療時間のご案内

休診日のご案内

内科・糖尿内科、呼吸器科、消化器・胃腸科、
心臓血管センター（循環器科、心臓血管外科）、
創 傷 治 療 セ ン タ ー / 足 病 外 来（ 形 成 外 科、
血管外科）、小児科、リウマチ科、リハビリ
テーション科、外科、整形外科、脳神経外科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、
泌尿器科、放射線科、麻酔科、透析センター、
内 視 鏡 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

午 前 【受付】8：00 〜 12：00

日曜・祝日
年末年始
（12月31日〜１月3日）

【診察】9：00 〜 12：30

※急患につきましては休診日、
時間外でも診察致します

【初診
（新患）受付】
8：00 〜 11：00

面会時間のご案内

午 後 【受付】1：00 〜 5：15
【診察】1：30 〜 5：30

月〜土 14：00 〜 20：00
日・祝日 10：00 〜 20：00

診療科ごとにご確認願います

水光会グループ

病床数

福津市日蒔野地区
福津市西福間地区
住宅型有料老人ホーム「水光松風」
介護老人保健施設「水光苑」
介護付有料老人ホーム「水と光の園」
水光福祉会 グループホーム「和らぎ」
水光会地域総合ケアセンター
水光会ふくま訪問看護ステーション 福津市宮司地区
水光会総合病院訪問リハビリテーション
水光学院 宗像看護専門学校
水光福祉会「水光デイサービスセンター」
サービス付き高齢者向け住宅「みずきの郷」 福津市手光南地区
小規模多機能型居宅介護施設「花みずき」
福津市地域包括支援センター
水光会 総合リハ・フィットネスセンター
ふくとぴあデイサービスセンター
・水光会 健康増進クリニック
（身体障害者、知的障害者）
・水光会メディカルフィットネス

一般 300 床（集中治療室８床、回復期リ
ハビリテーション病棟 49 床、地域包括
ケア病棟 49 床を含む）

施設認定
救急告示病院、開放型病院、基幹型臨床研
修指定病院、日本医療機能評価機構認定病
院(Ver.6.0)、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

医療法人社団水光会

宗像水光会総合病院
〒 811‑3298
TEL.

福岡県福津市日蒔野 5‑7‑1

0940- 34- 3111

FAX.

0940-43 - 5981

地域医療連携室 0940‑34‑3147
■発行：医療法人社団水光会 理事長 津留 英智

http://www.suikokai.or.jp

E メール hosp@suikokai.or.jp

■編集：宗像水光会総合病院広報編集委員会

花から新緑へ自然が最も美しい季節

名の新入職員

が仲間入りしました︒使命感をもって︑

を迎えました︒今年は

医療の担い手となる若い彼らのフレッ

シュさが希望に満ち溢れています︒医

療界は激変期に突入し︑不透明な未来

へと加速を続けています︒政府は社会

保障費の抑制で厳しい改革を求めてい

て︑地域医療構想︑地域包括ケアシス

テム︑来年度に迫った診療報酬と介護

ど︑一連の政策展開が日本の医療の重

報 酬 の 同 時 改 定 や 第７次 医 療 計 画 な

要な転換期となることは間違いないで

し ょ う︒ 対 策 を 迫 ら れ る 中︑ 現 場 は︑

つ ね に︑ 患 者 さ ま の 思 い を 大 切 に し︑

クレームには真摯に対応し︑温かな心

ています︒地域医療を踏ん張って守る

が通う医療環境を整えることに没頭し

しかありません︒新しく当院でも４月

より入退院支援センターが発足しまし

た︒医療と介護をつなげて支援等が一

体的に提供できるようにケアシステム

の地域医療に取り組むには︑人材育成

の構築を実現していきます︒これから

を図りながら︑連携強化を実現しなけ

ればならないでしょう︒魅力ある組織

づくりこそ︑生き残る組織になるので

地域の皆さまが感じていただける幸

はないでしょうか︒

せ が︑ 私 た ち の 願 い で あ り 使 命 で す︒

院内ではハード面でもリフレッシュの

萩 順子

さわやかな風が吹き込みはじめたので

広報編集委員

はないでしょうか︒
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