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災害拠点病院 

当院は福岡県DMAT指定医療機関に指定され、活動しています。 

DMATとは大規模な自然災害や多傷病者が発生した事故に対して、 

直ちに被災地に赴いてトリアージや応急処置などの医療活動を行なうチームです。 

専門的な訓練を受けた医師、看護師、業務調整員で構成されています。 

当院は平成28年4月に福岡県災害拠点病院に指定されました。 

災害拠点病院とは県内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する 

適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、福岡県知事の要請により 

傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行なう病院です。 

 

福岡県DMAT指定医療機関 



 

基本理念 

生涯研修・生涯奉仕生涯研修・生涯奉仕生涯研修・生涯奉仕 
○ 地域と連携を深め、中核病院としての機能充実をはかります。 

○ 生涯研修の精神で、常に自己研鑽に勤め、高度な先進的・最適医療を実践します。 

○ 人格を尊重し、博愛と生涯奉仕の精神で信頼と安心が得られる医療を提供します。 

 

基本方針 

かかってよかった病院 あってよかった病院 働いてよかった病院 

吉 田 正  

 当院は平成23年4月1日、市直営から地方独立行政法人へ移行しました。これま

で以上に職員一同、生きがいと誇りを持って努力し、足腰の強い組織に変える必

要があります。平成26年度にICUの開設、救急外来の増築、屋上ヘリポート整

備、災害備蓄倉庫の整備などを行ない、平成28年4月1日付けで福岡県災害拠点病

院の指定を受けました。また、ICUから急性期病棟、そして地域包括ケア病棟と

多様化する患者さんのニーズに応えられる体制を整えております。 

 これからも「かかってよかった病院」「あってよかった病院」「働いてよかっ

た病院」を基本方針に『生涯研修・生涯奉仕』の病院理念のもと職員一丸となっ

て努力していきます。 

筑後市立病院 理事長・院長 

医学博士 

日本内視鏡外科学会評議員 

日本外科学会専門医・指導医 

日本消化器外科学会認定医 

日本内視鏡外科学会技術認定医 

Yoshida Tadashi 

ご挨拶 
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筑後市立病院のあゆみ 

 

昭和24年   羽犬塚町立病院として開設 

昭和29年４月  町村合併により筑後市立病院と改称 (一般26床)  

昭和31年   和泉587番地 (現駐車場)へ移転(一般39床) 

昭和34年   伝染病棟28床を併設 

昭和36年   北病棟増築 (一般62床、結核27床、伝染病28床)  

昭和40年４月  基準看護(一般１類62床・結核２類27床) 実施承認 

昭和41年   南病棟増築 

昭和46年11月  結核27床と伝染病28床を廃止し、一般病床55床を増床(一般病床 117床)  

昭和53年３月  許可（公称）病床数165床に増床 

昭和59年10月  医事請求用電算機導入 

平成５年３月  救急告示認可 

平成６年10月  在宅介護支援センター併設 

平成11年４月  久留米大学医学部教育関連病院として認定 

平成11年８月  新病院開院、許可（公称）病床数220床に増床 

平成11年10月  開放型病床設置 

平成12年４月  病児保育施設｢ちっこハウス｣開設 

平成13年10月  日本医療機能評価機構から地域基幹病院として認定 

平成15年７月  許可（公称）病床数220床を一般病床として届出 

平成17年９月  管理型臨床研修病院に指定 

平成18年８月  第二種感染症病床２床増床 

平成18年９月  日本医療機能評価機構の病院機能評価Ver.5.0認定 

平成20年４月  診断群分類別包括評価制度(DPC)を導入 

平成23年４月  地方独立行政法人筑後市立病院へ移行 

    許可（公称）病床数233床に増床 

平成23年12月  一般病棟入院基本料（7対1入院基本料）算定開始 

    日本医療機能評価機構の病院機能評価Ver.6.0認定 

    MRI（Philips社製1.5テスラ）導入 

平成24年９月  CT（東芝社320列 Aquilion ONE）導入 

平成25年２月  電子カルテ更新 

平成25年４月  共同院内保育所「きっずハウス」開設 

平成25年６月  地域医療再生計画に伴う新館増築工事着工 

平成25年11月  地域医療再生計画に伴うヘリポート工事着工 

平成26年４月  新館稼働開始、内視鏡治療センター開設 

平成26年５月  ヘリポート稼働開始 

平成26年８月  ICU（４床）算定開始 

平成26年９月  地域医療再生計画に伴う整備事業竣工 

平成26年10月  地域包括ケア病棟（57床）算定開始 

平成28年４月  災害拠点病院指定・福岡県DMAT指定医療機関 

    腎臓内科新設 



 

名 称 筑後市立病院 

法的資格 地方独立行政法人（非公務員型） 

所在地 
福岡県筑後市大字和泉917番地1 

TEL 0942-53-7511 FAX 0942-53-7515 

病院長 吉田 正 

施設認定 

・日本医療機能評価機構認定病院 

・救急告示病院 

・災害拠点病院 

・福岡県DMAT指定医療機関 

・開放型病院 

・臨床研修病院（基幹型）  

・久留米大学医学部卒前・卒後教育関連病院  

・第二種感染症指定医療機関   他 

職員数 職員数 487名(平成28年４月１日現在） 

病床数 

233床（一般病床231床、感染症病床２床） 

 

東３階病棟 
60床 
外科系（外科、整形外科） 
内科系（消化器内科） 

西３階病棟 

53床 
外科系（整形外科、産婦人科） 
内科系（小児科、消化器内科） 

東４階病棟 

57床 
内科系（呼吸器内科、循環器内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科） 
外科系（耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科） 

西４階病棟 
57床（地域包括ケア病棟） 
混合（内科系、外科系） 

ＩＣＵ ４床 

感染症病床 ２床（第二種感染症指定医療機関） 

標榜診療科 

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、小児科、 

放射線科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、麻酔科、 

リハビリテーション科、心臓血管外科、消化器外科、脳神経外科 

入院基本料 

特定入院料 

一般病棟入院基本料（７対１） 

地域包括ケア病棟入院料１（13対１） 

特定集中治療室管理料３（２対１） 

小児入院医療管理料５ 

主な医療機器 
CT(320列Aquilion One)、MRI（Ingenia 1.5T)、血管造影撮影装置、ELVeSレーザー1470 

3D内視鏡外科手術、内視鏡、骨塩量測定装置、マンモグラフィ、バイオデックス 

主な設備 
救急ヘリポート、災害備蓄倉庫、インターネット検索コーナー（外来）、売店、 

レストラン、院内保育所きっずハウス、病児保育施設ちっこハウス 等 

敷地面積 19,177.38㎡ 

延床面積 15,240.01㎡（病院本体） 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート ５階建て 

病院概要  
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理事長 

院長 

診療部 診療技術部 薬剤部 看護部 事務局 

内科 
消化器内科 
呼吸器内科 
循環器内科 
内分泌・代謝内科 
腎臓内科 
小児科 
放射線科 
泌尿器科 
心臓血管外科 
消化器外科 
外科 
麻酔科 
整形外科 
リハビリテーション科 
耳鼻咽喉科 
眼科 
産婦人科 
内視鏡治療センター 
中央検査科 

薬剤室 画像センター室 

中央検査室 

剖検室 

栄養管理室 

リハビリテーション室 

医療機器安全管理室 

臨床心理室 

外来 

中央手術室 

東３階病棟 

西３階病棟 

東４階病棟 

西４階病棟 

ＩＣＵ 

総務課 

医事情報課

経営企画室 

病院安全管理室 

病院感染管理室 

病院安全 
管理部 

地域医療支援室 

地域医療
支援部 

栄養支援室 

栄養 
治療部 

保健 
福祉部 

病児保育施設 

健康診断室 

副院長 

病院組織図  
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病児保育施設「ちっこハウス」 

生後３カ月から小学６年生までのお子さんが病気の「回復期」な

どで集団生活が困難であり、かつ昼間家庭で育児できない場合に

「一時預かり」を行なうもので、保護者の「子育てと就労の両

立」を支援し、児童の健全育成を目的としています。 

場所   筑後市立病院 横 

受付/利用時間 月～土曜日 7：30～18：30（第３土曜日・祝日除く） 

問合せ先  0942-52-2577 

附帯事業  

主な施設基準  

一般病棟入院基本料（７対１入院基本料）  医療安全対策加算   地域包括ケア病棟入院料 

臨床研修病院入院診療加算（基幹型）   感染防止対策加算   開放型病院共同指導料 

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 患者サポート体制充実加算 医療機器安全管理料 

診療録管理体制加算       退院支援加算    在宅療養後方支援病院 

医師事務作業補助体制加算     病棟薬剤業務実施加算  在宅患者訪問看護・指導料 

急性期看護補助体制加算      精神疾患診療体制加算  輸血管理料 

夜間急性期看護補助体制加算     特定集中治療室管理料  麻酔管理料 

栄養サポートチーム加算      小児入院医療管理料        他 

院長相談役 

http://www.chikugocity-hp.jp/outline/function.html
http://www.chikugocity-hp.jp/recruit/intrain.html#rinsho


 

全身に血液を循環させるための心臓や血管系の病気について

豊富な経験を持った医師が診察を行なっております。また心

臓ペースメーカの植込みや、急性心筋梗塞、狭心症発作等の

患者さんへの心大血管リハビリテーションを実施しておりま

す。 

循環器内科  Cardiovascular medicine 

診療科のご案内 －患者さんの身になって－ 
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パネコ 

一般外来、予防接種、脳波・MRI検査、知能検査、心理検査な

どを行なっております。発達の遅れ、落ちつきのなさ、夜尿

症や便秘などご相談ください。またドライスキンや乳児湿疹

への軟膏の塗り方指導なども行なっています。 

小児科  Pediatrics 

肺や気道などの呼吸器に関する疾患の内科的治療を行なってい

ます。気管支鏡検査や肺機能検査、６分間歩行試験、終夜睡眠

ポリグラフ検査などを行なっております。肺がんに対しても積

極的な外来化学療法の導入や放射線治療へのスムーズな病診連

携を行ないます。 

呼吸器内科  Respiratory medicine 

内科総合  General medicine  

内科領域の総合窓口として、初診の患者さんを診察します。

必要に応じて循環器系、呼吸器系、消化器系、内分泌・代謝

系、腎・尿路系の各専門医へ紹介したり、その他の疾患に関

しても久留米大学病院の専門医師をはじめ医療に携わる地域

の先生方との連携を取り診療を行ないます。 

 

肝臓、胆嚢、膵臓、胃、小腸、大腸など多数の臓器の病気を

治療します。胃カメラや大腸カメラ、透視、血管造影などの

検査、内視鏡を使用して行なう治療、血管造影を使っての治

療、ラジオ波焼灼術などの治療も行なっています。またC型

肝炎に対する経口抗ウイルス剤投与も開始しています。 

消化器内科  Gastrointestinal medicine  

糖尿病や内分泌代謝疾患を専門とする診療科です。糖尿病は

血糖コントロールの悪い状態が続くとさまざまな合併症を引

き起こすので、そうならないように治療します。内分泌疾患

とは、甲状腺や下垂体、副腎などの内分泌臓器に異常がおき

る病気です。 

内分泌・代謝内科  Internal medicine of Endocrinology & Metabolism 
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腎疾患全般と高血圧症、糖尿病性腎症、膠原病などによる２次

性腎疾患治療を含めた腎疾患専門総合医療を行なっています。

腎臓の病気は経過が長く、末期になるまで自覚症状がないこと

が多いため早期発見・治療が重要です。健康診断で「タンパク

尿」「血尿」が出ている、「血圧が高い」、また「足がむく

む」などの症状がある方はお気軽にご相談ください。 

腎臓内科  Nephrology  

当科はCT・MRIの読影、超音波検査（エコー）、上部下部消化

管検査、検診マンモグラフィ読影などを行なっております。

CT・MRIの特殊検査（冠動脈CT-AやCTコロノグラフィ等）も施

行しております。また院外の医療機関からの依頼も受け付けて

おります。放射線科は各診療科と連携し、全身の幅広い疾患を

総合的に診断しています。 

放射線科  Radiology 

当院は19診療科を標榜しており、患者さん一人ひとりにあわせて各診療科間で連携を 

取りながら診療を行なっております。 



 

外来、入院患者さんの治療や手術処置などを行ない、手

術に関しては年間500例程度の実績があります。特にお

腹にカメラを挿入して行なう「腹腔鏡手術」は整容性に

優れており、胆嚢、ヘルニア、胃、大腸、直腸などさま

ざまな臓器に適応しております。また24時間365日緊急

手術に対応できます。術後の合併症が少なく、早期に社

会復帰できるような安全かつ確実な手術を心がけていき

ます。 

外科  Surgery  

運動器（骨・関節・靭帯・神経・筋肉といったヒトの体

の動きを担当する器官）の病気やけがの治療を行なって

います。基本的な治療は薬や日常生活指導などの保存的

加療が中心ですが、必要に応じて手術加療をお勧めする

ことがあります。当科は特に小児整形外科、スポーツ整

形外科、膝関節外科、手の外科領域に専門医が対応して

おります。 

整形外科  Orthopedic surgery 

手術麻酔を主に行なっており、外科、整形外科、泌尿

器科、耳鼻咽喉科、眼科などの手術に対応しておりま

す。手術中の患者さんの全身管理を安全に行なうため

に、術前評価を行ない、状態に合わせた麻酔計画を実

施します。術後鎮痛のための硬膜外麻酔や末梢神経ブ

ロックなども施行しています。患者さんの不安を軽減

し、安心して手術を受け、早期に回復できるよう心が

けていきたいと思っております。 

麻酔科  Anesthesiology 

診療科のご案内 －患者さんの身になって－ 

9 

ポネコ 
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目に関する疾患について診察、治療を行なっております。手術

は白内障手術が主で希望に応じて日帰り手術も可能です。 

検査は眼鏡あわせ、視野検査、蛍光眼底検査、網膜光凝固、虹

彩レーザー切開など視能訓練士と協力しながら行なっておりま

す。 

眼科  Ophthalmology  

耳・鼻・咽喉頭および頸部の疾患について大学病院と連携を

取りながら診療しております。また毎週水曜日に補聴器外来

を行なっております。耳や鼻、のど等で気になる症状がある

方はお気軽にご相談ください。 

耳鼻咽喉科  Otolaryngology 

膀胱、前立腺などの尿路の臓器の病気を治療します。検尿、

採血、膀胱鏡、レントゲン、CTなどで病気の診断を行ないま

す。必要あれば入院のうえ前立腺生検、各種手術を行ないま

す。血尿、排尿時痛などの気になる症状がございましたら受

診をお勧めいたします。 

産科は妊婦健診のときから妊婦と胎児にやさしい自然分娩をめ

ざして健診を行なっています。自然分娩の中心になるのは妊婦

自身です。それを助産師が手助けします。妊婦健診には原則助

産師がお世話します。早産予防・妊娠中毒症などの予防も外来

の健診時に説明します。婦人科では開腹術は横切開を原則とし

て術後早期から痛みの軽減を図り、快適な術後の生活が送れる

よう努力します。 

産婦人科  Obstetrics and gynecology 

泌尿器科  Urology  

当院は19診療科を標榜しており、患者さん一人ひとりにあわせて各診療科間で連携を 

取りながら診療を行なっております。 



 

救急医療充実 
地域医療再生計画に基づき、平成26年度に救急外来を増改築しました。 

処置室・点滴室・診察室を拡張し、初療室を新たに設けることで救急車搬入患者を同

時に３名受け入れることができるようになりました。これにより迅速性と安全性を向

上させることができました。また、救急医療に携わるスタッフは安心安全を守るべく

救命・処置などの研修会にも積極的に参加し、自己研鑽しています。 

地域の中核病院として担う救急医療地域の中核病院として担う救急医療   
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屋上ヘリポート 
地域医療再生計画に基づく地域住民への救急医療の充実のために、当院の屋

上に救急ヘリポートを整備しました。当院のヘリポートは離着陸が21ｍ四方

のアルミデッキの構造となっており、全体装備重量が7t以下のヘリコプター

が使用可能です。救急患者の搬入、重篤患者の病院間搬送、災害時における

患者搬送において利用されます。また照明設備を設置し、薄暮時や濃霧時な

どでも比較的安全に離着陸できるようになっております。 

地域の中核病院として担う救急医療地域の中核病院として担う救急医療   

24時間365日緊急手術に対応 
手術は患者さんにとって不安感や恐怖感が強いものです。それを緩和するた

めにも優しい対応と温かい環境を整えています。特に小児の手術に対して親

子の不安を少しでも取り除くため親子同室の入室を取り入れています。また

患者さんへの術前訪問に加え、術中訪問も行なっております。救急告示病院

として24時間365日緊急手術にも対応いたします。 
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急性期病棟では、それぞれの専門診療科に応じた安全な

医療・看護を提供できるよう、チーム医療を実践してお

ります。入院中は一人ひとりの患者さんに必要な看護ケ

アを行ないます。また入院して早い段階から退院した後

の生活を考えた入院診療計画を作成し、地域医療支援室

と連携をとりながら、患者さんとご家族の希望に添える

ような退院支援を行なっています。 

急性期病棟（７対１看護体制） 

手のぬくもりが伝わる看護の提供手のぬくもりが伝わる看護の提供  

看護部理念 

      １.患者及び家族の人権と意思を尊重し、安全な看護の提供 

      ２.院内の専門職との分担と統合によるチーム医療の推進 

      ３.地域医療との連携を密にし、看護活動を通して地域への貢献 

      ４.病院の運営方針や病院経営に対して積極的な参画 

      ５.看護の専門性としての自己研鑽に勤め、感性豊かな看護の提供 

ICUは診療科を問わず重篤な患者さんが入院する病棟で

す。集中的に治療を行なうことを目的とする超急性期的

な診療部門で、平成26年８月１日より算定を開始しまし

た。病床数は４床で常時、専任の医師を１人、看護師を

患者さん２人に対して１人以上配置しています。高性能

な医療機器が設置されており、多職種連携に基づいた

チーム医療を提供いたします。 

集中治療室（ＩＣＵ） 
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病棟食堂 病室（4人部屋） 病室（特別室） 

 

看護部理念 

      １.患者及び家族の人権と意思を尊重し、安全な看護の提供 

      ２.院内の専門職との分担と統合によるチーム医療の推進 

      ３.地域医療との連携を密にし、看護活動を通して地域への貢献 

      ４.病院の運営方針や病院経営に対して積極的な参画 

      ５.看護の専門性としての自己研鑽に勤め、感性豊かな看護の提供 

多様な患者ニーズに応える体制 

重篤で緊急性の高い患者さんから症状が落ちつき退院にむけ経過観察が必要な患者さんまで 

患者さんの状態に応じた看護が提供できる体制を整えております。 
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地域包括ケア病棟 

平成26年10月より西４階病棟は『地域包括ケア病棟』と

して運営をしております。当病棟は、急性期治療を終了

された患者さんで在宅や施設での生活に不安がある方を

中心に、療養治療を続けながら退院への支援を行なうこ

とを役割としております。在宅復帰支援計画に基づき、

主治医や看護師、専従リハビリスタッフや社会福祉士な

どが協働して患者さんのニーズに沿う退院支援を行ない

ます。 

第二種感染症病床 

対象感染症にかかった患者さんが入院できる医療施設で

す。病室は２床で陰圧制御が可能で外への感染を防ぎま

す。またトイレやシャワーも完備しております。 

対象感染症 

ポリオ（急性灰白髄炎）・ジフテリア・SARS・MERS・結核 

鳥インフルエンザ（H5N1） 

その他 二類感染症に指定されているもの 



 

「病診連携」とは病院と診療所が協力して、 

患者さんにより良い医療を提供することです。 

当院も急性期の機能を担う病院として「病診連携」を 

推進しております。 

同じように病院同士でも「病病連携」を行ない 

それぞれの特徴を生かして患者さん一人ひとりに 

ふさわしい医療を提供しております。 

 

○地域医療支援室は連携の窓口です 

患者さん一人ひとりを地域全体で支援します。 

そのためにも地域の診療所との顔の見える連携はかかせません。 

病院と診療所との連携をスムーズに行ない、筑後の中核病院としての役割を担います。 

○地域医療支援室は患者さん、ご家族の相談窓口です 

入院生活でおこる問題について患者さん、ご家族と一緒に解決するお手伝いをしています。 

・高額の医療費がかかるのではないだろうか･･･ 

・介護保険や障がい者などの利用できる制度について知りたい 

・お世話してくれる人がいない、退院後の生活に自信がない 

・自宅でも医療が必要 

・家や家族のことが心配･･頼れる家族がいない･･･ 

・家族や職場の協力や理解が得られない 

・将来の生活がどうなるか心配       

                         などなど、まずはご相談ください。 
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地域と連携し患者さんをサポートします地域と連携し患者さんをサポートします  

 

○退院支援 

患者さんの退院後までサポートいたします。 

当院は急性期病院として治療に緊急性がある患者さんや重篤な患者さんを 

受け入れ、入院・手術・検査を提供できる体制を常に整えておく必要があります。 

そのため状態が落ちつき、緊急性がなくなった患者さんはリハビリの充実した施設や慢性期の施設などへ転院 

または自宅や施設へ退院していただいております。 

その際に転院先やかかりつけ医と連携をとりながら医療相談員（ソーシャルワーカー）を中心に、 

患者さんやご家族にとってより良い方法を考えていきます。 

 

地域医療支援室はこちら！ 

患者さん、ご家族の 

相談窓口です。 
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 １Ｆ 

お話をして皆さんの身体的・ 

精神的・社会的問題を考えます 

問題解決のためにいろいろな

職種が連携・支援します 

退院先を調整します 

自宅退院 

施設 

病院 

当院ではこのような方が利用されています 

・症状の安定した寝たきりのお年寄り 

・在宅で介護が必要な療養中の方や在宅療法の方 

・退院して在宅で療養を始めようとしている方 

・病気や化学療法治療後等で食事が入らず点滴希望の方 

・入院中、外泊をしたいが心配のある方 

・最期は自宅で看取りたい方   など 

○訪問看護 

退院後などに住み慣れた地域で在宅療養をする上で、「訪問看護」は大きな役割を果たす福祉サービスです。 

当院でも訪問看護を希望される患者さんのお宅へ看護師が定期的に訪問しています。 

≪訪問看護の内容≫ 

医師の指示に基づき、ケアを行ないます 

●定期的な健康チェック 

●看護 

●医師の指示による医療処置 

●家庭への介護指導 療養上の相談 

●福祉制度利用のお手伝い 

●リハビリテーション 

希望される方、お問合せは医師・看護師にお尋ねください。 



 

Philips社製ＭＲＩ装置Ingenia１.５テスラ  

同装置は従来の装置と比べ、磁場強度が1.0T（テスラ）から1.5Tになり、画像の精度、処理能力が飛躍的に向上し、

検査時間の短縮や高度な画像診断が可能になりました。また、開口径が広く開放感があるため、体格の大きい方や閉

所恐怖症の方にもリラックスしながら安心して検査を受けていただくことができます。 

▼リハビリテーション室 

理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士が一丸となって患者さん

のリハビリテーションを支援い

たします。また運動器リハ、呼

吸器リハ、脳血管リハ、心大血

管疾患リハなど患者さんのニー

ズに合わせたリハビリテーショ

ンを行なっております。 

▼中央検査室 

血液や尿などの検体検査と心電

図、呼吸機能、脳波、超音波な

どの生理検査を行なっておりま

す。臨床検査情報は、患者さん

の病気の診断や治療効果などの

判定において重要な役割を担う

ため正確かつ迅速な検査に努め

ております。 

腹部 MRCP 

下肢 MRV 全脊椎 MRI 
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▼画像センター室 

一般撮影、乳房撮影、骨密度測

定、消化管透視、外科・泌尿器

科・婦 人 科 造 影 検 査、CT、

MRI、血管造影などが行なわれ

ており、高性能な医療機器を駆

使して診断価値の高い画像を提

供できるように日々努力してお

ります。   

人にやさしく確かな診断のために人にやさしく確かな診断のために  

 

東芝社製３２０列ＣＴ装置Aquilion ONE / Global Standard Edition  

同装置は、検出器の列数が320列となっており、わずかな息止め時間での撮影が可能になりました。最大16ｃｍ

の範囲であれば寝台移動することなく最短で0.35秒で撮影することもでき、常に動いている心臓などの検査で

も精度が高く、さらに低被ばくでの検査が可能です。 

▼薬剤部 

お薬が安全に患者さんの手

元に届くよう、調剤や薬剤

指導などを行なっておりま

す。また、医師や看護師と

連携を取りながら副作用の

発現防止、早期発見にも努

めております。 

▼栄養管理室 

患者さんを中心とした

チーム医療の一翼を担う

部門として、患者さんの

状態（摂取能力・病状・

病態）に合わせた食事提

供や退院後の食生活改善

にもつながるようなサ

ポートができるよう努め

ております。 

▼医療機器安全管理室 

院内にある医療機器の保守

管理を行ない、患者さんの

治療に貢献できるよう日々

業務を行なっております。

また、院内での学習会等を

開催し、各部門のスキル

アップに努めています。 

肺野 高分解能画像 

心臓３D ３Ｄ血管画像 
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▼臨床心理室 

医師の指示のもと、カウン

セリングや心理検査を実施

し、患者さん・ご家族の心

の問題を緩和、解決するお

手伝いをしております。患

者さん・ご家族の視点を大

事にし、「質が高く、安全

で効果のある支援」を提供

できるよう努めます。 



 

皮膚の生理機能が低下する高齢者は、皮膚障害をおこしや

すい特徴があります。褥瘡対策にとって最も重要なことは

予防であり、各病棟においてもリスク評価、体位交換の実

践、適切な体圧分散マットレスの選択などを行なっていま

す。褥瘡回診では、病棟スタッフと話し合いながら、根拠

に基づいたより実践的な褥瘡対策が行なえることを目指し

ていきます。  

褥瘡とは：寝たきりなどによって、皮膚の一部が赤い色味をおびた

り、ただれたり、傷ができてしまうことです。 

一般的に「床ずれ」ともいわれています。  
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国民の生命・健康が守られるべき医療機関における医療の事故が相次いでいる中、医療安全の

確保は病院運営における重要な課題の一つとなっています。当院では患者さんの安全を最優先

する観点から、病院の組織的な安全体制を確立し推進する部署として医療安全管理室を設置

し、医療安全管理者（専従リスクマネージャー）を配置しています。さらに、各部署にはリス

クサブマネージャーを任命し、自部署でのインシデント報告の分析・防止策立案・実施・評価

を継続的に実施していくことで事故の発生防止に努めています。 

安全な医療の提供安全な医療の提供  

医療安全管理室は各部署の現状を把握し、病院全体の組織横断的な活動により、医療事故を未然

に防ぐ役割を担っています。万一の事故発生時には、患者さん及びご家族の方々に誠実で誠意あ

る姿勢で対応し、事故を真摯に受け止め原因分析・再発防止策を立案し実践していくことで、医

療の質向上に繋げていきます。安心で安全な医療を提供できるよう「スマート＆スピーディ」を

モットーに活動してまいります。 

 

褥瘡〈じょくそう〉対策褥瘡〈じょくそう〉対策  

カンファランス 安全対策のための研修 

 

褥瘡回診 

 

高齢化が進む中、悪性腫瘍や心不全といった長引く疾

患、手術や化学療法などは低栄養のリスクとなります。

低栄養は、免疫能を低下させ、とくに高齢者においては

肺炎や尿路感染症を繰り返すほか、筋タンパクが分解

し、筋肉量が減少する「サルコぺニア」という合併症も

発症させます。治療効果を高めるためにも栄養管理はか

かせないのです。 

NST（栄養サポートチーム）は治療効果を高め、合併症を

予防し、｟患者さんの｠日常の生活動作（食事や排泄な

ど）を含めた、生活の質の改善を目的に多職種で活動を

行なっています。 
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近年、新型インフルエンザに代表される新興再興感染症や抗菌薬耐性菌のまん延など次々

に報告されており、感染症が人々に及ぼす脅威が高まっています。 

そのような中、当院では患者さんや病院を訪れる人、職員など、すべての人々へ感染の危

険を及ぼさない安全な医療環境を提供するために、院内感染を未然に防止する対策を行

なっています。 

 

感染防止の取り組み感染防止の取り組み  

平成25年4月に病院感染管理室が設置され、感染予防の管理・監視を行なえる能力を身に着けた

専従の感染管理認定看護師を配置し日々の感染対策の実務に取り組んでいます。 

医師（インフェクションコントロールドクター）、薬剤師、臨床検査技師、2名の感染管理認定

看護師で感染対策チームを構成し、組織横断的に感染対策の実務活動を行なっています。 

また、院内のみならず、近隣の病院や行政機関と連携しながら、感染対策に関する情報交換やカ

ンファランス、ラウンドによる評価を定期的に行なっています。さらに、患者さんのケアに直接

かかわる機会の多い看護部ではリンクナース会を設置し、現場の感染対策の推進に努めていま

す。 

ＮＳＴ〈栄養サポートチーム〉活動ＮＳＴ〈栄養サポートチーム〉活動  

NST回診 

新型インフルエンザ実地訓練 感染ラウンド 



 

外来部門 

① 整形外科 

② 外科 

③ 内科 

④ 眼科 

⑤ 泌尿器科 

⑥ 産婦人科 

⑦ 耳鼻咽喉科 

⑧ 小児科 

⑨ 画像センター室 
  レントゲン・CT・MRIなどの撮影 

⑩ 中央検査室 

⑪ 健診室 

⑫ エコー室 

⑬ リハビリテーション科 

⑭ 内視鏡治療センター 

⑮ 日帰り手術センター 

  麻酔科外来 

⑯ ICU（４床） 

⑰ 化学療法室 

⑱ 救急外来 

   

  感染症病床（２床） 

1F 

2F 

㉒ 栄養管理室 

  栄養指導室 

㉓ 中央手術室 

 

  食堂・売店 

  図書室 

  管理部門 

  備蓄倉庫 

  多目的ホール 
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フロアマップ〈フロアマップ〈Floor mapFloor map〉〉  

 

3F 

東３階病棟 

（60床・300～321号室） 

 外科 

 消化器内科 

 整形外科 

 

 

西３階病棟 

（53床・351～372号室） 

 整形外科 

 産婦人科 

 小児科 

 消化器内科 

4F 

東４階病棟 

（57床・400～422号室） 

 呼吸器内科 

 循環器内科 

 内分泌・代謝内科 

 腎臓内科 

 耳鼻咽喉科 

 泌尿器科 

 眼科 

 

西４階病棟 

（57床・450～472号室） 

 地域包括ケア病棟 
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フロアマップ〈フロアマップ〈Floor mapFloor map〉〉  



 

患者の権利・義務憲章患者の権利・義務憲章   

筑後市立病院では、医療とは患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくべき

ものであると考えています。また、「生涯研修・生涯奉仕」の理念のもとに良質で安全な医療を提供し、信頼され

安心して受診できる筑後市立病院を目指しています。これらの実現のために患者さんの基本的な権利を明確にし、

これを尊重すると同時に、患者さんに守っていただきたい義務についても定め、ここに「患者の権利・義務憲章」

として制定します。 
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1. 平等かつ公平に医療を受ける権利 

疾病の種類、社会的立場などに関わらず、すべての人に

は良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があります。 

２.個人として尊重される権利 

個人としてその価値観を尊重され、一人の人間として

尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意見を述べ

る権利があります。 

３.十分な説明と情報提供を受ける権利 

病気、検査、治療、危険性、他の治療方法や見通しな

どについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明

と情報の提供を受ける権利があります。 

また医療費や公的支援制度などについての説明を受け

る権利もあります。 

４.自らの意思で選択・決定する権利 

自らの受ける検査や治療方法などについて、説明を受

けた上で、自分の意思で選び決定する権利があり、一

方で、希望しない医療を拒否したり、医療機関を選択

したりする権利があります。そのために、カルテを含

む診療情報の開示やセカンド・オピニオンを求めるこ

とができます。 

※セカンド・オピニオン：診断や治療方法などについ

て、主治医以外の医師の意見を求めること。 

５.自分の情報を承諾なくして第三者に  

  開示されない権利（プライバシー保護） 

自身の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及

びプライバシーを守られる権利があります。 

患者さんの権利 

１.正確な情報を提供するとともに、疾病や 

  医療を十分理解するよう努力する義務 

医師をはじめとする医療提供者に、自らの心身あるい

は生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせ

るとともに、納得できるまで質問するなどして自らの

疾病や医療について十分理解するよう努力する義務が

あります。 

２.医療に積極的に取り組む義務 

検査や治療について、納得し合意した方針には、意欲

を持って取り組む義務があります。 

３.快適な医療環境づくりに協力する義務 

すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよ

う、病院内での規則と病院職員の指示を守る義務があ

ります。他の患者さんの治療に支障を与えないように

配慮していただく責務があります。また、社会的な

ルールを尊重し、他の患者さんのプライバシーなどの

権利に配慮することや、医療費を適正にお支払いいた

だくことも要求されます。 

患者さんの義務 

一方、医療提供者にも、裁量権という権利があ

ります。この裁量権とは、医療提供者が現在考

えられる安全な臨床医学の範囲を超える要求

や、自らの良心や価値観に反する要求には応じ

られない権利のことをいいます。 

医療提供者の裁量権 

より良い医療を行なうため 

私たちは患者さんとの 

心のつながりを 

大切にします。 

はね丸 

医療は、患者さんと医療提供者との信頼関係の上に成り立つもので、その中心はあくまでも患者さんであり、

従って、患者さんには次のような権利があります。 

医療は、協働作業であり、患者さんの主体的な参加の

上に成り立つものであるため、患者さんには、次のよ

うな義務があります。 
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１. 個人情報の取扱いについては「地方独立行政法人筑後市立病院個人情報保護規程」（平成23年４月１

 日施行）に基づいて実施します。 

２. 上記記載内容についての疑問点やご相談がありましたら、いつでも担当医師・看護師及び当院職員に

 お問合せください。 

患者さんの個人情報の保護について患者さんの個人情報の保護について   

当院では、患者さんに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するととも

に、患者さんの個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。 

個人情報の利用目的について 

当院では、患者さんの個人情報を下記の目的で利用させていただくことがございます。こ

れら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者さんからの同意

をいただくことにしていますのでご安心ください。 

個人情報の開示・訂正・利用停止などについて 

当院では患者さんの個人情報の開示・訂正・利用停止などにつきましても、「地方独立行

政法人筑後市立病院個人情報保護規程」にしたがって進めています。 

医療提供 
当院での医療サービスの提供、他の病院・診療所・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介

護サービス事業者などとの連携、他の医療機関などからの照会への回答、患者さんのための診

療のため外部の医師などの意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、

ご家族などへの病状説明、その他患者さんへの医療提供に関する利用 

診療費請求のための事務 
当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務およびその委託、審査支払機関へ

のレセプト提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、公費負担医療に関する行政機

関などへのレセプト提出・照会への回答、その他医療・介護・労災保険・および公費負担医療

に関する診療費請求のための利用 

当院の管理運営業務 
会計・経理、当該患者さんの医療サービスの向上、医療事故などの報告、入退院などの病棟管理、 

その他当院の管理運営業務に関する利用 

法人・団体などから委託を受けて行なう健康診断などにおける、 

                     法人・団体などへのその結果の通知 

医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社などへの相談又は届出など 

医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

当院内において行なわれる医療実習への協力 

医療の質の向上を目的とした医療実習への協力 

外部監査機関への情報提供 

当院における患者さんの個人情報の利用目的 

以上を当院における個人情報の利用目的といたします。 

なお病室入口には医療安全優先のために患者さんの名前を表示させていただいています。 



 

出前健康講座 

地域のみなさんの健康増進活動の一環として、出前健康

講座を行なっております。夏は熱中症、冬は感染症など

季節に合わせた病気のお話を医師、看護師、管理栄養士

などの専門職のスタッフが出向いて講演をさせて頂いて

おります。 

健診推進 

生活習慣病は、本人が健康だと思っていても、自覚症状

がないまま発病し、気づいた時にはかなり病状が進行し

ている例も見られます。 健診による早期発見は治療効果

が高まります。 

イベント参加 

筑後市が開催する健康や食育に関する祭典にブースを出

展したり、マラソン大会などの救護班として医師・看護

師を派遣するなど地域のイベントへも積極的に参加して

おります。 

地域への活動地域への活動  
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筑後市立病院は、福岡県南部に位置する筑後市の中核病院です。 

筑後市は、米、麦、イグサ、梨、ぶどうなどの農産物が豊富で暖か

い気候で山や川などに囲まれた自然いっぱいの街です。 

また九州新幹線「筑後船小屋駅」もあり、福岡市内への交通の便が

よいとても住みやすいところです。さらに2016年から福岡ソフトバ

ンクホークスのファーム本拠地となり街全体がますます活気に満ち

ています！ 

博多まで 

新幹線 で 約 20 分 

 車  で 約 60 分 

熊本県 

大分県 佐賀県 
鳥栖 

久留米 

羽犬塚 

筑後船小屋 

太宰府 

博多 

小倉 

福岡県 

２０１６年 

福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地 

HAWKSベースボールパーク筑後始動！！ 

筑後市ってこんなとこ 

はね丸 

 

満足度向上 

患者さんや地域の皆さんの声をお聴きする活動として、

モニター会議やご意見箱の設置、外来入院患者満足度調

査などを行なっております。また頂いたご意見は話し合

い、よりよい病院づくりの参考にさせていただいており

ます。 

インターンシップ 

中学生・高校生・専門学生・大学生等のインターンシッ

プを受け入れております。また看護の日には「ふれあい

看護体験」を開催し、１日看護師として看護職に触れて

もらう活動も行なっております。 

情報発信 

医療・福祉、介護に関する情報を患者さんや地域の皆さ

んへお伝えするツールとして広報誌を年に４回発行して

おります。またホームページでもさまざまな情報をタイ

ムリーにお知らせいたします。ぜひチェックしてみてく

ださい。URL http://www.chikugocity-hp.jp/ 
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パネコ ポネコ 

 
船小屋温泉郷 水田天満宮 恋木神社 

県営筑後広域公園 九州芸文館 船小屋温泉 恋ぼたる 

観光スポット 

大分県 

ﾀﾏホーム スタジアム筑後 

福岡ソフトバンクホークス２

軍本拠地！２つのスタジアム

と室内練習場、クラブハウ

ス、そして選手たちの移住空

間である寮を一体化した施設

です。この筑後から１軍で活

躍する選手が育成されます。 

ひな丸 



 

地方独立行政法人 筑後市立病院 
ＣＨＩＫＵＧＯ ＣＩＴＹ ＨＯＳＰＩＴＡＬ 

 住所  福岡県筑後市大字和泉９１７番地１ 

 電話番号 0942-53-7511 

 ＦＡＸ  0942-53-7515 

 ＵＲＬ  http://www.chikugocity-hp.jp/ 

●九州自動車道をご利用の方 

八女ICから車で約10分 

九州自動車道「八女IC」を降りて「八女インター」の信号

を右折し、続いて「八女インター入口」を右折し直進しま

す。ループ（JRとの高架橋）を通過して、「和泉」の信号

を左折後約300ｍほどで右手に当病院が見えてきます。 

●西鉄バスをご利用の方 

JR羽犬塚駅から 『羽犬塚駅前』のバス停より「大野島農協前行」に乗り『筑後市立病院前』で降車 

 

JR筑後船小屋駅から 『筑後船小屋駅前』のバス停より「JR久留米駅行」または「西鉄久留米駅行」に乗り 

（新幹線停車駅） 『羽犬塚駅前』で降車し、「大野島農協前行」に乗り換え『筑後市立病院』で降車 

 

西鉄八丁牟田駅から 『八丁牟田』のバス停より「羽犬塚駅前行」に乗り『筑後市立病院』で降車 

●JRをご利用の方 

在来線利用 羽犬塚駅（最寄駅）で降車 

   バスで約７分、徒歩で約15分 

新幹線利用 筑後船小屋駅で降車 

   バスで約20分、タクシーで約10分 

 

月～土曜日 8：15～11：30（診療開始8：30～） 受付 

時間 

日曜日・祝日・第３土曜日・年末年始（12月30日～１月３日）・お盆（８月15日） 

※急患は24時間随時受け付けます  

平日  13：00～20：30 

休診日  10：00～20：30 

休診

日 

面会 

時間 

ホームページ 

ＱＲコード 

アクセス〈アクセス〈AccessAccess〉〉  

館内禁煙 

第２号 ２０１６年６月発行  発行責任者/院長 吉田 正  編集担当/経営企画室 
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