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総師長 看護部長                               

瓜野 千夏子 

泰平病院看護部は、基本理念の「誠心・誠愛・誠優・誠笑」のもと、心と愛を込

め、優しさと笑顔のある療養生活のお手伝いをさせていただきたく思っております。 

しかしながら、昨今の医療・介護情勢は厳しく、心折れてしまいそうになること

もしばしばですが、スタッフ一人ひとりが生き生きと輝きながら、やりがいを感じ、

誇りを持って働くことができる看護部でありたいと思います。 

関連施設である老人保健施設やグループホーム、小規模多機能ホームや有料老人

ホームとの連携も密にとれるようになり、昨年度は 2 度の病床編成を行い、長期療

養の患者様と在宅復帰を目指す患者様の双方に対応できるようになってきました。 

看護部だけでなく、カンファレンスや委員会を通して、薬剤科、リハビリ科、栄

養科、連携室、医事科等との連携を図りながら垣根のない職場環境を目指します。

職員教育に関し、資格取得に対するサポートや研修への参加など充実させ、なお一

層の発展に寄与できたらと考えています。 

 

 

創刊号発刊創刊号発刊創刊号発刊創刊号発刊にににに当当当当たってのたってのたってのたっての    

当院は昭和 51 年に若杉山のふもと須恵町に開業以来、高齢者専門の病院として

力を注いでまいりました。 

 現在では、種々の介護施設を併設し、複合的なサービスの提供を行っております。 

また、医療・介護サービスの更なる向上に向け、総合的かつ一体的なサービスが行

えるよう全施設で ISO9001を取得しております。 

今後益々高齢社会が進み、医療・介護を取り巻く環境はさらに厳しくなっていく

と思いますが、我々が長年培ってきた経験と知識を生かし、利用者のみなさまが安

心して当院と諸施設をご利用いただけますよう、さらに努力してまいります。 

 地域のみなさまが健康で心豊かな生活が送れますよう、微力ながら当院がお役に

たてれば幸いです。 
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掲示版掲示版掲示版掲示版    

慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭    
平成 29 年 8 月 5 日（土）午後 1 時より、平成 29 年度

『慰霊祭』を執り行いました。 

 多くのご遺族にご臨席賜り、お亡くなりになられた方々

に深い哀悼の意を捧げました。 

堤康雅院長の「式辞」に始まり、「物故者紹介」、「読経」、

参列者による「焼香」と厳かに進み、願壽寺の藤井尊師に

よる「説教」をもって終了いたしました。 

 

 当法人にて、毎月第３水曜日に認知症カフェ『カフェ

ぬくもりの里』を開催しております。認知症の方やその

ご家族が介護の悩みなどを相談でき、お茶やコーヒーを

飲みながらゆったりとした時間を送って頂ければと考

えております。 

 今回、第３回を平成２９年７月１９日（水）に開催い

たしました。「認知症と脳の栄養について」泰平病院 脳

神経外科 石原信一郎先生が講演を行い、参加された皆

さん大変興味深く傾聴されているようでした。次回は１

０月１８日（水）を予定しています。 

 

認知症認知症認知症認知症カフェカフェカフェカフェ    



 

診療部門診療部門診療部門診療部門                                                                                                            

                

当院は各専門スタッフや療養設備を整え、ご利用の方々に確かなサービスと安心を提供できるよう、

充実した病院作りに取り組んでいます。地域を担う病院として、「求められる医療、看護、介護とは何

か」を常に考えながら、皆様と共に歩んでいきたいと思っています。 

今回、広報誌に専門医別外来診療案内を掲載しましたので、諸先生方からのご紹介をお待ちしていま

す。 

院内では、医局会が毎月 1回開催され、症例カンファレンス、診療部門の課題について検討していま

す。薬事委員会も同時に開催されています。 

 診療部門としては、病院の医療・看護の質向上に向け指導的立場で貢献したいと思っております。 

 

【診療科目】   内科  リハビリテーション科 

【病床数】   １７９床（介護型 ７９床、医療型 １００床） 

 

診療科案内診療科案内診療科案内診療科案内    

院長    堤  康雅 

  副院長   濵中 保男 

  診療部長  宮崎 士郎 

  老健施設長 多田 功 

 

  呼吸器科  高本 正祇 

              永尾 玲子 

  脳神経内科 山中 秀樹 

  脳神経外科 石原 信一郎 

  循環器科  濵中 保男 

        木村 好邦 

  消化器内科 宮崎 士郎 

  皮膚科   松尾 圭三 

  整形外科  原  雄人 

  委託診療委託診療委託診療委託診療    

        眼科    原田 宗明 （須恵中央眼科） 

  歯科    蓮田 淳介 （はすだ歯科医院） 

 

 医療設備医療設備医療設備医療設備 

  １． ＣＴ－スキャン装置 

  ２． 超音波診断装置（心臓、消化器） 

  ３． 血液ガス分析装置 

  ４． スパイロメーター 

  ５． 骨粗鬆症診断装置など 

 

 外来担当医表外来担当医表外来担当医表外来担当医表はははは裏表紙裏表紙裏表紙裏表紙にににに掲載掲載掲載掲載していますしていますしていますしています    

 

 

医局会の様子 

GEGEGEGE社製社製社製社製 CT(CT(CT(CT(コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ診断撮影装置診断撮影装置診断撮影装置診断撮影装置)New Prospeed)New Prospeed)New Prospeed)New ProspeedⅡⅡⅡⅡ 

 



 

施設紹介施設紹介施設紹介施設紹介    介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    永寿苑永寿苑永寿苑永寿苑    

『永寿苑』は泰平病院併設の介護老人保健施設として、平成５年

に開設されました。構成は一般棟45床と認知症専門棟 55床です。

主として糟屋郡とその近辺にお住いの方々にご利用いただき、今

年で 24年目を迎えます。 

 老人保健施設とは、病院と自宅の中間施設としての機能を持

ち、病院から自宅に帰るまでの準備をお手伝いさせて頂くという

役割があります。立ったり歩いたりといった基本的な動作や、着

替え・排泄と言った日常生活動作の再獲得を目指し、生活環境の

調整や個別のリハビリテーションを行っています。入所者様の急

変には隣接する泰平病院で対応して頂けるので安心です。 

 また、施設での生活を楽しんでいただけるよう行事にも活動的に

取り組んでおります。節分や運動会、夏祭りやクリスマスなど、毎

回趣向を凝らした内容でご利用者様からも好評をいただいており

ます。行事の折には栄養課職員が腕によりをかけたバイキング料理

をご用意しておりますので、きっと目と舌で楽しんでいただいてお

ります。 

 さて、高齢社会が目前となっている今、介護業界では認知症、介

護疲れ、老老介護といったネガティブなイメージが先行してしまう

世の中となってきています。中間施設である介護老人保健施設は、

地域に根ざした施設でもあり、介護に関する悩みには寄り添い、解

決までのお手伝いができる施設なのです。「ちょっと介護に疲れた

な」、「認知症の家族にどう接していいかわからない」、このような

悩みがある方はぜひお声掛けください。一緒に考え、一緒に解決し、

介護をポジティブなものにしていきましょう。 

 

永寿苑 療養科長 

久賀 美智枝 

 

 運動会の様子（6月） 

 永寿苑正面 



 

みなさんこんにちは。今回、当院での医療相談室の業務内容を

ご紹介させて頂きます。 

現在、泰平病院の医療相談室にはソーシャルワーカー２名が在

籍しています。私たちの業務内容の多くを占めていますのが入院

相談・退院支援・転院調整となっています。その他、受診援助、

心理的な支援、社会保障制度の紹介（介護保険・身体障害者手帳

の申請など）、外部機関との連携など幅広く対応しております。 

患者様やそのご家族様へよりよい支援に繋がるように、院内の

各専門スタッフと情報共有意見交換を心掛けております。また、

他の医療機関や入院前後に担当されていたケアマネージャーさん

との情報交換など継続した支援ができますように外部の方との連

絡調整も大事な役割と考えております。 

「誰に相談したらよいかわからない」とお悩みの方は、ソーシ

ャルワーカーが各専門スタッフとの橋渡しを致しますので、お気

軽に医療相談室へご相談下さい。 

病診連携室病診連携室病診連携室病診連携室    

 

才竹相談員     宮本相談員 

    医療医療医療医療のののの窓窓窓窓    
 

アルコールアルコールアルコールアルコールとととと健康健康健康健康    

診療部長診療部長診療部長診療部長    宮崎士郎宮崎士郎宮崎士郎宮崎士郎    

酒は百薬の長 という言葉があります。一つの例とし

て適量の飲酒で死亡率が下がるとの報告があります。し

かし過量の飲酒で死亡率は上昇していきます。ほどほど

が良いとのことだと思います。それでは適量の飲酒とは

どの程度でしょうか? 厚生労働省によると、適度な飲

酒は 1 日平均純アルコールにして約 20g 程度（ビール

中瓶 500ml 日本酒だと一合 180ml、焼酎では 25度で

110ml ワインではグラス 2 杯 240ml など）であると

されています。とはいえ、お酒に弱い人、女性や高齢者

であれば、この基準よりも少なめを適量と考えるべきで

しょう。  

それではつぎに、過量のアルコール摂取でどのような悪

影響が身体に起こるのでしょうか? 

    

１１１１    消化器消化器消化器消化器へのへのへのへの影響影響影響影響        

 肝臓では過度の飲酒で脂肪肝、さらにそれが続くと肝

硬変や肝不全に至る可能性もでてきます。膵臓では膵炎 

 

 

 

を起こし慢性膵炎へ移行する可能性もあります。また

咽喉頭や食道、大腸などのがんの発症頻度が上昇しま

す。 

2222    心臓血管系心臓血管系心臓血管系心臓血管系へのへのへのへの影響影響影響影響    

 アルコールは血圧を一時的に下げることもあります

が、毎日の飲酒を続けると血圧は上昇し高血圧の原因

になります。 心臓病についても、アルコールは不整脈

(心房細動など)を誘発したり、心筋への影響から心不

全などの原因になります。 

３３３３    精神神経系精神神経系精神神経系精神神経系へのへのへのへの影響影響影響影響    

  お酒は飲むと眠れると感じている方もおられると

思いますが、実は眠りは浅くなり良質の睡眠はとれな

くなるようです。そして寝酒は次第に耐性が出てきて

アルコール依存症になる場合もありますので注意が必

要です。アルコール依存症とうつ病や認知症との関連

も言われています。アルコール依存症や大量の飲酒は

認知症の危険性を高めます。 

以上過量の飲酒による身体への悪影響を挙げてみまし

た。飲酒をする場合はお酒にのまれないように 適度

な飲酒を心掛け健康で楽しい一日一日をお過ごしくだ

さい。 

連載連載連載連載コラムコラムコラムコラム（（（（１１１１）））） 
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皆さんこんにちは！泰平病院リハビリテーション科です！私達は理学療法士 8 名、作業療法士 4 名、

言語聴覚療法士 3 名、助手 1 名で構成されており、日々当病院の理念の下、医療保険分野である脳血管

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業務に励んでいます。日

が燦々と差し込む広々としたリハビリ室には多種多用な機器・福祉用具を設置しています。介護保険分

野においても短時間通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションも登録しており地域に根付いた

リハビリテーションサービスも提供しています。スタッフ教育においても勉強会や 

研修会の参加、また症例検討会（合同カンファレンス） 

など行い個々の知識や技術の向上、チーム力の向上 

に励んでいます。1 人でも多くの患者様が納得、 

満足されるリハビリテーションを提供できるよう 

精進していきたいと思いますのでどうぞ宜しくお願 

い致します。 

何かお尋ねしたいことなどありましたらお気軽 

にスタッフへお申し付け下さいませ。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ須恵中央駅 

至古賀 

須恵町役場 

須恵交番 

新原南 

ＪＲ新原駅 

至太宰府 

九州自動車道 

至志免 

新原 

新原北 

向原 新原中央 バス停 

イレブン 

県道３５号 

須恵スマートＩＣ 

 

泰平病院 外来診療案内 

医 療 法 人  

成雅会  

 

・近隣の駅より無料送迎車を運行して

います。月～金曜日（土日祝日は運

休）、宇美町⇒須恵町⇒志免町 

・患者様、患者様のご家族、お見舞い

の方がご利用いただけます。 

・病院発は定時に 4便（9:30、11:30、

13:30、16:00 病院発）を運行してい

ます。 

・お迎えは事前に場所・時間等をご連

絡の上、ご予約ください。 

☎092-932-5881 事務課→相談室 

無料送迎車無料送迎車無料送迎車無料送迎車のごのごのごのご案内案内案内案内    

子育て応援宣言事業所 

併設保育所あり 

 

診療科診療科診療科診療科    担当専門医担当専門医担当専門医担当専門医    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

内科全般内科全般内科全般内科全般    

認知症認知症認知症認知症    

物忘物忘物忘物忘れれれれ外来外来外来外来    

院長 堤 康雅 ○ ○ ○ ○ ○ 

濵中 保男 ○ ○ ○ ◎ ○ 
循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    

木村 好邦 ○ ◎   ○ ○ 

消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科    宮崎 士郎 ○ ○   ○ ◎ 

神経内科神経内科神経内科神経内科    山中 秀樹 ◎   ○予約制   ○予約制 

脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科    石原 信一郎     ○予約制     

  

高本 正祇 ○   ◎   ○ 
呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科    

永尾 玲子   ○   ○   

皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    松尾 圭三   
○予約制 

午後 
  

整形外科整形外科整形外科整形外科    原 雄人 
  ○予約制 

午前 

      

 

  土曜日は当直医（九大病院 循環器内科派遣医 ○ 

 ◎は新患・リハビリ患者担当医 

外来受付時間 

 月曜日～金曜日 9：00～11：30  13：00～17：00 

 土曜日       9：00～11：30 

 予約番号 （092）-932-5881 事務課⇒外来係 

 

泰平病院 

永寿苑 

陽だまりの丘 

ぬくもりの里 

ほほえみ泰平 

よかよかの郷 

アクセスアクセスアクセスアクセス    

 

セブン 

●JR新原駅より徒歩８分 

●西鉄新原バス停より徒歩５分 

●須恵町役場前バス停より徒歩１０分 

●車では県道３５号線 

古賀方面より 新原南過ぎ左折 

太宰府方面より 向原過ぎ右折 

編集部 

編集長：濵中保男 紙面構成：阿部祐樹 

編集委員：多田功、足立恵美子 

宮本詠理、百田真琴 

荒木冨久美、臼杵優子 

塩井未希、西重幸 


