
の理念
理想的な地域包括ケアを実現すること
で、病む人と職員が幸せになり、地域社
会が健やかに栄える病院を目指します。

１．病む人の立場に立った医療を提供し、
選ばれる病院となります。

２．あらゆる診療情報を病む人と共有し、
地域医療機関と連携します。

３．医療、保健、福祉の総合的基幹セン
ターとして、「地域包括ケアの医療の
要機能」を発揮します。
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企画／発行  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広報委員会

2014 Vol.6広報誌
新病院を知る！！

夏号

意外と知らない、病院を知る
「委員会」という取り組みと
「教育入院」という取り組み 3‒8

今年度の新人です!!
はじめまして！ 12

巻頭インタビュー
福岡ゆたか中央病院、始動。1‒2

特集　シリーズ「病気のアレコレ」

早期発見がカギ！！
検査で見る「乳がん」13‒18

病院を支えるドクターたち
ニューフェイスなドクターを知る 9‒11

夏こそ!さっぱり、たくさん食べよう!
「蒸し野菜の塩麹和え」 19‒20



　独立行政法人 地域医療機能推進機構（以下
ＪＣＨＯ ジェイコー）福岡ゆたか中央病院が船
出し、早３ヶ月を経過しましたので、今後の活
動を紹介させて戴きます。
　ＪＣＨＯ福岡ゆたか中央病院の活動は、以前
の社会保険庁所管の時の社会保険病院（健康保
険直方中央病院）の活動内容と本質的に全く変
わりません。「新しい機構になったのに、どうし
てなの？」と、疑問をお持ちになるかもしれま
せんが、その訳についてご説明します。そもそ
も社会保険病院（健康保険 直方中央病院）は、
「50人以下の中小企業の職員の健康保険料」を
財源として建てられた為、「中小企業の職員の疾
病管理・健康管理をする事が主な目的の病院と
健康管理センター」でありました。しかし、平
成12年に院長となり、「病院は公器である為、
中小企業の職員のみならず地域の住民の方々の
健康管理・疾病管理に地元自治体・医師会と三
位一体となって尽くすべき」と考え、ある意味
院長の「独断と偏見」で病院を運営して参りま
した（図①）。
　平成26年４月に、ＪＣＨＯが発足し、ＪＣＨＯ
グループ全国57病院の使命が「地域包括ケアの
要機能」となりました。「地域包括ケア」とは介
護を必要とする高齢者の方々が、住みなれた地
域で暮らし続ける為の全てのサービスを一体的
に提供する支援体制の事です。
　当院は一般132床という規模の為、ＪＣＨＯ
の使命の具体的実現においては、「地域包括ケア
の医療の要機能」に限定されます。これを図に
しますと図②の様になり、当院が自治体・医師
会と共に、前方連携・後方連携・病診連携など
を形成し、地域住民の方々の疾病管理・健康管
理に当たる事を意味します。この活動（図②）
は、実は従来の活動（図①）の内「当院（前身
の健康保険直方中央病院）」中心のものを、単
純に「地域住民の方々」中心に変えたもので、
活動内容は殆んど同じです。
　この様に、平成12年以来のいわば「当院独自
の活動」が、「ＪＣＨＯグループの使命」に名実
共に直結するようになりました。　　　

独立行政法人 地域医療機能推進機構
（JCHO ジェイコー）福岡ゆたか中央病院の活動の紹介

図①　平成12年

図②　平成26年
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　今後、従来の活動を積極的に強化する事で、
ＪＣＨＯの使命が実現でき、地域の医療機能が
推進・充実されると共に、地域の方々の健康管
理・疾病管理がなされ、最終的に皆様が幸せな
生活を送って戴ける様になる事が全職員の願い
です。
　地域の皆さま方の、今後の御協力・御指導・
御鞭撻を宜しくお願い致します。
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接
遇

標
語

病院には、あまり知られていませんが様々な委員会があります。現在、福岡ゆたか中央病院では
30を超える委員会が活動しています。部署をまたいだ横断的で重要なテーマや目標の実現およ
び提供する医療の質の向上に努めています。今回はその中から４つの委員会をご紹介します！

接遇委員会では各部署より委員が選出され、
毎月１回委員会を開催しています。
今年度の年間目標は「患者感動・職員感動
に繋がるサービスが出来る」と掲げ、入院
患者アンケート結果や退院患者アンケート
などの収集結果を基に情報共有を行い、改
善点を話し合って、当院を利用される皆様
がより満足していただけるように、“おも
てなしの心”を大切に活動しています。
中でも入院患者アンケートは毎月行ってお
り、95点を目標に各部署が色々な工夫をし
て患者満足度の向上に努めています。
また、職員間では医療人としてふさわしい
身だしなみを整えるために、各部署間で身
だしなみラウンドを行っています。毎月交
代で“接遇標語”を作成し掲示、唱和してお
り院長先生が提唱される“磨き抜かれた５K
活動”を実践するために、日々職員一同協
力しています。

接遇委員会　　　　
看護師長　　　　　

国島　美佐子

医療機関において、医療安全は重要な取り
組み課題の1つに位置づけられています。
当院においても質の高い安全で安心な医療
を提供することを目指し、医療安全管理対
策委員会や医療安全管理室が連携して医療
安全の推進に取り組んでいます。
副院長、総看護師長をはじめ、多職種のメ
ンバーによる医療安全管理対策委員会、各
部署の医療安全責任者によるカンファレン
ス等を開催しており、部門や職種の壁を越
え、当院の医療安全上の課題を共に解決す
るチームとして協働しています。
活動内容としては、医療事故防止策の推進、
医療安全マニュアルの周知および定期的な
見直し、医療安全に関する情報の発信、院
内ラウンド、医療安全の啓蒙活動を行って
います。医療安全教育においてもトピック
スな内容、職種を超えたグループワーク等
さまざまな研修スタイルを取り入れ、院内
全体の安全に対する意識向上を目指してい
ます。
また、私たち病院スタッフは、すべての患
者様が安心して診療を受けられるよう医療
安全活動を行っていますが、患者様のご協
力も不可欠です。私たち職員と一緒に医療
安全の取り組みに参加していただけるよう
患者様への情報発信も積極的に行っていき
たいと考えています。

医療安全管理室　　　
看護師長　　　　　　

田中　優子

意外と知ら
ない

意外と知ら
ない

当院では労働安全衛生法に基づき「労働安
全衛生委員会」を設置しています。
職場における職員（労働者）の安全（労働
災害防止）と健康を確保するとともに、快
適な職場環境の形成を推進するため、委員
会を開催し院内のラウンドを行って環境改
善等を実施しています。また、職員のみな
らず患者様の安全や環境改善についても委
員会として取り組んでいます。

総務企画課長　　
木嶋　隆

へぇ～！そ
うなのか！

！

病院の取り組み『委員会』
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管理対策
委員会

医療安全
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接遇
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労働安全
衛生
委員会

～院内での研修会の様子～

～講習会の様子～

～「災害と医療」実践練習の様子～
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『ＮＳＴ』とは、「Nutrition Support Team」
の略で“栄養サポートチーム”を指します。
ＮＳＴは医師・看護師・薬剤師・管理栄養
士・臨床検査技師・言語聴覚士・医事課な
ど、各専門のスタッフがそれぞれの知識や
技術を出し合い、栄養管理が必要な患者様
に最良の方法で栄養支援するチームです。

「腹が減っては戦ができぬ」とは言います
が、病と闘うこともまた同じことで栄養管
理の重要性が注目されるようになってきま
した。手術や化学療法をおこなった患者様、
病気のため食事量が減った患者様は栄養状
態が悪くなり、栄養状態の悪化は回復遅延
や感染症の発症など、様々な弊害をもたら
します。このような患者様に適切な食事・
点滴・内服薬などを提供するのが私たちＮ
ＳＴです。早期の栄養支援により、「なかな
か治らない傷が治った」「感染症が減少し
た」などが報告されており、ＮＳＴは様々
な成果を上げています。私たちＮＳＴは患
者様の病気や怪我を治すために全力で支援
していきます。

ＮＳＴ委員の役割
①栄養管理が必要か否かを判定する栄養評価
②適切な栄養評価がされているかをチェッ
クする
③最もふさわしい栄養管理を指導・提言
④合併症の早期発見
⑤早期退院を援助

活動内容
①カンファレンス・回診
毎週木曜日、主治医やＮＳＴリンクナー
スから依頼があった症例に対し、ＮＳＴ
の医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・
臨床検査技師でカンファレンス、回診を
行っています。
栄養状態が改善しない、食事が十分に食
べられない、下痢が続く…など様々な問
題を他職種の専門スタッフでサポートし
ています。
②ＮＳＴ学習会・検討会
月に一度、勉強会を行っています。
様々な疾患に対する栄養療法や食事・栄
養剤・薬剤について勉強し、職員の知識
を高めています。
また栄養剤の試飲も行い、ＮＳＴメンバー
自ら味や飲みやすさを確認しています。
③委員会運営
メンバーは医師２名、看護師15名、薬剤
師１名、管理栄養士３名、臨床検査技師
１名、理学療法士１名、作業療法士１名、
医療事務１名で構成されています。月に
一度、委員会を開催し、病院組織の中で
のＮＳＴのあり方を検討しています。

褥瘡委員会とは
褥瘡とは、一般的には床ずれと言われるも
のです。一度に出来ると治りにくくなるこ
ともあるため、予防が大切になります。
褥瘡ができる原因はひとつではないため、
多くの予防的な対策が必要です。当院では、
その対策を病院全体で取り組んでいます。
また、栄養管理と褥瘡発生は深い因果関係
があるため、褥瘡委員はＮＳＴ委員も兼務
しています。

活動内容
全ての患者様に対して入院時に皮膚状態・
栄養状態など総合的に観察を行い、褥瘡の
予防・早期発見・対処に努めています。
入院時、全ての患者さんに褥瘡発生リスク
を評価し、ハイリスクの患者様には計画書
を作成し予防対策を実施します。2週に一
度、委員による医師・看護師の回診を行い
適切な処置を行うとともに、ＮＳＴとの連
携により栄養面でのサポートを図ることで、
拡大・悪化の予防を図っています。近年、
高齢の患者様が多くなり、褥瘡保有者も増
えてきています。そのため褥瘡の発生・悪
化により、ＱＯＬ*の低下・ＡＤＬ#の低下
による入院期間の延長など様々な問題が発
生しています。それら　を少しでも軽減す
るために、職員一人ひとりが高い意識を
持って日々の褥瘡対策に取り組んでいます。

日本褥瘡認定師　　　
看護師長　　　　　　

白土　由香

＊QOLとは
Quality of Life の略で、「生活の質」と訳され、人間らし
く、満足して生活しているかを評価する概念のこと。
＃ADLとは
Activites of Daily Living の略で、一般的に、「日常生活
動作」と訳されます。日常生活を営む上で普通に行なって
いる行為・動作のこと。具体的には、食事や排泄、整容、
移動、入浴等の基本的な行動を指します。

NST ・ 褥瘡
対策
委員会

じょく そう

他にもこんな委員会が活動しています。

○手術部・運営委員会
○救急委員会
○臨床検査適正化委員会
○薬事審議委員会
○院内感染対策委員会

○医療機器安全対策委員会
○医薬品安全管理委員会
○患者満足度委員会
○広報委員会
　　　　　　　　　　　他
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『ＮＳＴ』とは、「Nutrition Support Team」
の略で“栄養サポートチーム”を指します。
ＮＳＴは医師・看護師・薬剤師・管理栄養
士・臨床検査技師・言語聴覚士・医事課な
ど、各専門のスタッフがそれぞれの知識や
技術を出し合い、栄養管理が必要な患者様
に最良の方法で栄養支援するチームです。

「腹が減っては戦ができぬ」とは言います
が、病と闘うこともまた同じことで栄養管
理の重要性が注目されるようになってきま
した。手術や化学療法をおこなった患者様、
病気のため食事量が減った患者様は栄養状
態が悪くなり、栄養状態の悪化は回復遅延
や感染症の発症など、様々な弊害をもたら
します。このような患者様に適切な食事・
点滴・内服薬などを提供するのが私たちＮ
ＳＴです。早期の栄養支援により、「なかな
か治らない傷が治った」「感染症が減少し
た」などが報告されており、ＮＳＴは様々
な成果を上げています。私たちＮＳＴは患
者様の病気や怪我を治すために全力で支援
していきます。

ＮＳＴ委員の役割
①栄養管理が必要か否かを判定する栄養評価
②適切な栄養評価がされているかをチェッ
クする
③最もふさわしい栄養管理を指導・提言
④合併症の早期発見
⑤早期退院を援助

活動内容
①カンファレンス・回診
毎週木曜日、主治医やＮＳＴリンクナー
スから依頼があった症例に対し、ＮＳＴ
の医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・
臨床検査技師でカンファレンス、回診を
行っています。
栄養状態が改善しない、食事が十分に食
べられない、下痢が続く…など様々な問
題を他職種の専門スタッフでサポートし
ています。
②ＮＳＴ学習会・検討会
月に一度、勉強会を行っています。
様々な疾患に対する栄養療法や食事・栄
養剤・薬剤について勉強し、職員の知識
を高めています。
また栄養剤の試飲も行い、ＮＳＴメンバー
自ら味や飲みやすさを確認しています。
③委員会運営
メンバーは医師２名、看護師15名、薬剤
師１名、管理栄養士３名、臨床検査技師
１名、理学療法士１名、作業療法士１名、
医療事務１名で構成されています。月に
一度、委員会を開催し、病院組織の中で
のＮＳＴのあり方を検討しています。

褥瘡委員会とは
褥瘡とは、一般的には床ずれと言われるも
のです。一度に出来ると治りにくくなるこ
ともあるため、予防が大切になります。
褥瘡ができる原因はひとつではないため、
多くの予防的な対策が必要です。当院では、
その対策を病院全体で取り組んでいます。
また、栄養管理と褥瘡発生は深い因果関係
があるため、褥瘡委員はＮＳＴ委員も兼務
しています。

活動内容
全ての患者様に対して入院時に皮膚状態・
栄養状態など総合的に観察を行い、褥瘡の
予防・早期発見・対処に努めています。
入院時、全ての患者さんに褥瘡発生リスク
を評価し、ハイリスクの患者様には計画書
を作成し予防対策を実施します。2週に一
度、委員による医師・看護師の回診を行い
適切な処置を行うとともに、ＮＳＴとの連
携により栄養面でのサポートを図ることで、
拡大・悪化の予防を図っています。近年、
高齢の患者様が多くなり、褥瘡保有者も増
えてきています。そのため褥瘡の発生・悪
化により、ＱＯＬ*の低下・ＡＤＬ#の低下
による入院期間の延長など様々な問題が発
生しています。それら　を少しでも軽減す
るために、職員一人ひとりが高い意識を
持って日々の褥瘡対策に取り組んでいます。

日本褥瘡認定師　　　
看護師長　　　　　　

白土　由香

＊QOLとは
Quality of Life の略で、「生活の質」と訳され、人間らし
く、満足して生活しているかを評価する概念のこと。
＃ADLとは
Activites of Daily Living の略で、一般的に、「日常生活
動作」と訳されます。日常生活を営む上で普通に行なって
いる行為・動作のこと。具体的には、食事や排泄、整容、
移動、入浴等の基本的な行動を指します。

NST ・ 褥瘡
対策
委員会

じょく そう

他にもこんな委員会が活動しています。

○手術部・運営委員会
○救急委員会
○臨床検査適正化委員会
○薬事審議委員会
○院内感染対策委員会

○医療機器安全対策委員会
○医薬品安全管理委員会
○患者満足度委員会
○広報委員会
　　　　　　　　　　　他
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福岡ゆたか中央病院では、糖尿病の教育入院を行なっております。糖尿病と共に生活している
患者様にとって、今後の人生を上手に糖尿病とつきあって頂く支援をしています。どのような
支援なのかを少しだけ、ご紹介します。

糖尿病治療の基本は、「食事」や「運動」
などの生活習慣の改善です。治療をしてい
くには患者様自身が、“治療を知り”“取り組
んでいく”必要があります。
当院には糖尿病専門医を中心に、薬剤師・
理学療法士・管理栄養士・視能訓練士・糖
尿病看護認定看護師や専門の資格を有する
“糖尿病ケアのプロフェッショナルたち”が
そろっており、「糖尿病教育入院コース」を
行なっています。
専門のスタッフから正しい知識や、入院生
活で実際に食事や運動療法を通して、自己
管理の方法を学んでいただきます。当院の
“糖尿病ケアのプロフェッショナルたち”と一
緒に、糖尿病について勉強してみませんか？

◆２週間入院コース
第３水曜日入院
糖尿病と初めて診断された方、血糖コント
ロールが自宅では難しい方を対象とした
コース
◆１週間入院コース
第１・２月曜日入院
２週間入院が困難な方を対象にしたコース
スタッフ一同、皆さまのからだの調子と普
段の生活スタイルにあった自己管理方法を
見つけ出すサポートをしていきたい！と
思っています。
10年後、20年後の健康のために、
「今」を変えましょう！
『糖尿病教育入院』についてのお
問い合わせは、５階看護師の古賀
まで、お気軽にどうぞ。

教育入院
コース

教育入院
コース

教育入院
コース

教育入院
コース

視能訓練士

糖尿病療養指導士

糖尿病専門医

理学療法士

管理栄養士

臨床検査技師

糖尿病看護認定看護師
糖尿病療養指導士

薬剤師

の
プロフェッショナルたち。
糖尿病ケア

意外と知ら
ない

意外と知ら
ないへぇ～！そ

うなのか！
！

病院の取り組み『教育入院』

ひとりで悩む必要はありません！
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福岡ゆたか中央病院では、糖尿病の教育入院を行なっております。糖尿病と共に生活している
患者様にとって、今後の人生を上手に糖尿病とつきあって頂く支援をしています。どのような
支援なのかを少しだけ、ご紹介します。

糖尿病治療の基本は、「食事」や「運動」
などの生活習慣の改善です。治療をしてい
くには患者様自身が、“治療を知り”“取り組
んでいく”必要があります。
当院には糖尿病専門医を中心に、薬剤師・
理学療法士・管理栄養士・視能訓練士・糖
尿病看護認定看護師や専門の資格を有する
“糖尿病ケアのプロフェッショナルたち”が
そろっており、「糖尿病教育入院コース」を
行なっています。
専門のスタッフから正しい知識や、入院生
活で実際に食事や運動療法を通して、自己
管理の方法を学んでいただきます。当院の
“糖尿病ケアのプロフェッショナルたち”と一
緒に、糖尿病について勉強してみませんか？

◆２週間入院コース
第３水曜日入院
糖尿病と初めて診断された方、血糖コント
ロールが自宅では難しい方を対象とした
コース
◆１週間入院コース
第１・２月曜日入院
２週間入院が困難な方を対象にしたコース
スタッフ一同、皆さまのからだの調子と普
段の生活スタイルにあった自己管理方法を
見つけ出すサポートをしていきたい！と
思っています。
10年後、20年後の健康のために、
「今」を変えましょう！
『糖尿病教育入院』についてのお
問い合わせは、５階看護師の古賀
まで、お気軽にどうぞ。

教育入院
コース

教育入院
コース

教育入院
コース

教育入院
コース

視能訓練士

糖尿病療養指導士

糖尿病専門医

理学療法士

管理栄養士

臨床検査技師

糖尿病看護認定看護師
糖尿病療養指導士

薬剤師

の
プロフェッショナルたち。
糖尿病ケア

意外と知ら
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意外と知ら
ないへぇ～！そ
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病院の取り組み『教育入院』

ひとりで悩む必要はありません！
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麻生達磨 Dr.
呼吸器内科　医員
専門医資格：呼吸器専門医
卒業大学：東海大学
卒業年次：平成 17 年
診察日：火・水曜日
趣味：スポーツ、温泉
この科を選んだ理由：
感染症や腫瘍など幅広い疾患の患者様に携われ
るため。
医師を目指した理由：
人を助ける仕事にやり甲斐を感じた。
抱負：
わかりやすい説明を心がけます。

あそう たつま

鬼塚哲 Dr.
外科　医員
卒業大学：九州大学
卒業年次：平成 22 年
診察日：水・金曜日
趣味：卓球、スポーツ観戦、お酒
この科を選んだ理由：
手術ができ、かつ全身を診れる医師になりた
かった。
医師を目指した理由：
自身の自然気胸の加療、手術をきっかけに、外
科医になりたいと志すようになりました。
抱負：
手術はもちろん、術後の Follow まで全人的に診療
できるように努力します。

おにつか さとし

納富威充 Dr.
内科（糖尿病）　内科医長
卒業大学：佐賀医科大学
卒業年次：平成 9 年
診察日：月・火・金曜日
趣味：ダイエット、弓道、茶道
この科を選んだ理由：
大学時代の科目で糖代謝に最も興味があったため。
医師を目指した理由：
小学生の頃にいつも通院していた耳鼻科の先生のよう
に、いそがしい、そしてそれが楽しい仕事がしたくて。
抱負：
糖尿病の患者様にむけて、より多くの情報やちょっ
とした知恵を発信します。病診連携と患者様の会を
充実させます。

のうとみ たけみつ

SATORU KAWAKAMI

TAKEMITSU NOUTOMI

TATSUMA ASOU

SATOSHI ONITSUKA

川上覚 Dr.
呼吸器内科　医員
専門医資格：内科専門医
卒業大学：九州大学
卒業年次：平成 17 年
診察日：火・水曜日
趣味：車、スポーツ
この科を選んだ理由：
全身をみるのに最も適した科の 1 つと考えられ
たから。
医師を目指した理由：
対人職業で最もやりがいがあると思われたから。
抱負：
医師として、病院としての機能を発揮すべく、
連携の強化や効率化に努めます。

かわかみ さとる
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麻生達磨 Dr.
呼吸器内科　医員
専門医資格：呼吸器専門医
卒業大学：東海大学
卒業年次：平成 17 年
診察日：火・水曜日
趣味：スポーツ、温泉
この科を選んだ理由：
感染症や腫瘍など幅広い疾患の患者様に携われ
るため。
医師を目指した理由：
人を助ける仕事にやり甲斐を感じた。
抱負：
わかりやすい説明を心がけます。

あそう たつま

鬼塚哲 Dr.
外科　医員
卒業大学：九州大学
卒業年次：平成 22 年
診察日：水・金曜日
趣味：卓球、スポーツ観戦、お酒
この科を選んだ理由：
手術ができ、かつ全身を診れる医師になりた
かった。
医師を目指した理由：
自身の自然気胸の加療、手術をきっかけに、外
科医になりたいと志すようになりました。
抱負：
手術はもちろん、術後の Follow まで全人的に診療
できるように努力します。

おにつか さとし

納富威充 Dr.
内科（糖尿病）　内科医長
卒業大学：佐賀医科大学
卒業年次：平成 9 年
診察日：月・火・金曜日
趣味：ダイエット、弓道、茶道
この科を選んだ理由：
大学時代の科目で糖代謝に最も興味があったため。
医師を目指した理由：
小学生の頃にいつも通院していた耳鼻科の先生のよう
に、いそがしい、そしてそれが楽しい仕事がしたくて。
抱負：
糖尿病の患者様にむけて、より多くの情報やちょっ
とした知恵を発信します。病診連携と患者様の会を
充実させます。

のうとみ たけみつ

SATORU KAWAKAMI

TAKEMITSU NOUTOMI

TATSUMA ASOU

SATOSHI ONITSUKA

川上覚 Dr.
呼吸器内科　医員
専門医資格：内科専門医
卒業大学：九州大学
卒業年次：平成 17 年
診察日：火・水曜日
趣味：車、スポーツ
この科を選んだ理由：
全身をみるのに最も適した科の 1 つと考えられ
たから。
医師を目指した理由：
対人職業で最もやりがいがあると思われたから。
抱負：
医師として、病院としての機能を発揮すべく、
連携の強化や効率化に努めます。

かわかみ さとる
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宮田健二 Dr.
循環器内科　医員
専門医資格：循環器専門医
卒業大学：鹿児島大学
卒業年次：平成 6 年
診察日：木曜日

みやた けんじ

鈴山千恵 Dr.
内科　医員
卒業大学：佐賀大学
卒業年次：平成 20 年
診察日：月曜日

すずやま ちえ

新人ナースのご紹介KENJI MIYATA

CHIE SUZUYAMA

１人だけでも、「この人なら
信頼できる」と思ってもらえ
るように、ひとりひとりに誠
実に接したい！です。

知識や技術など全てが未熟ですが、毎日の業
務の中で、先輩たちを見倣ったり、指導され
ながら、同期のみんなで共に成長していきた
いです。精一杯がんばります！

どんなときも笑顔と
元気を忘れずに頑張
ります！！

１つ１つ確実に出来
ることを増やしてい
きたいです。

めげずに頑張ります。

１つの分野を専門的
に学び、ゆくゆくは
認定看護師になりた
いと思います。

これから学ぶことを
確実に自分のものに
していけるよう努力
していきます。

幼い頃から想い続けてき
た夢が叶ったので、新た
な目標に向かって頑張っ
ていきたい。

患者様に頼られるような
看護師になれるように、
日々精進し、頑張ってい
きたいと思います。

患者様の気持ちに寄りそえ、
またチームの一員として、組
織だって動けるように日々、
頑張りたいです！

念願の職種につけて、これか
らが本当の始まりですが、一
人前の看護師になれるよう精
一杯頑張っていきます。
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特集

乳がんとは
乳房には、「脂肪」と「乳腺」組織があ
ります。乳がんとは「乳腺」から発生
する癌で、脂肪からは発生しません。
乳がんは、ほかのがん同様に細胞の遺
伝子異常の蓄積によって発生すること
が分かっています。また、発生・進展
ともにホルモンに依存している点が乳
がんの特徴です。
大人の女性の乳房は、乳頭を中心に乳
腺が放射状に15～20個並んでいます。
それぞれの乳腺は小葉に分かれ、小葉
は乳管という管（くだ）でつながって
います。乳がんの約90％はこの乳管か
ら発生し、乳管がんと呼ばれます。小
葉から発生する乳がんが約5～10％あ
り、小葉がんと呼ばれます。

ピンクリボン運動とは?
乳がんについての正しい知識を多くの人に知っ
て頂き、その結果乳がんから引き起こされる悲
しみから一人でも多くの人を守る活動です。

ピンクリボンとは
ピンクリボン（Pink Ribbon）とは、乳がんの
正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推
進すること等を目的として行われる世界規模の
啓発キャンペーンもしくはそのシンボルのこと
です。日本人女性のうち、乳がんを発症する割
合は約14人に１人と言われており、また乳が
んで死亡する女性の数は年間約１万人強とさ
れ、そのキャンペーンは年を増すごとに拡大し
ています。

ピンクリボン運動とは?
乳がんについての正しい知識を多くの人に知っ
て頂き、その結果乳がんから引き起こされる悲
しみから一人でも多くの人を守る活動です。

ピンクリボンとは
ピンクリボン（Pink Ribbon）とは、乳がんの
正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推
進すること等を目的として行われる世界規模の
啓発キャンペーンもしくはそのシンボルのこと
です。日本人女性のうち、乳がんを発症する割
合は約14人に１人と言われており、また乳が
んで死亡する女性の数は年間約１万人強とさ
れ、そのキャンペーンは年を増すごとに拡大し
ています。

近年、女性がかかりやすい病気第１位となった『乳がん』
（地域がん登録全国推計によるがん罹患データ 2008よ
り）。女性の14人に１人は乳がんにかかっていると言わ
れています。ＣＴ・ＭＲＩは乳がんである、もしくは疑
わしい場合の鑑別として検査されます。
今回は、この乳がんをＣＴ、ＭＲＩでどのように診断し
ているのか、一緒に見ていきましょう。

今回は、この「乳がん」を
様々な検査で、どのように
診断しているのか、一緒に
見ていきましょう♪

検査で見る

乳がんになる人の割合は

日本人女性に最も多いがんです。
決して他人事ではありません。

14人に1人

乳がんレッドゾーンは

ただ、20代の方や閉経後の方でも
発症することがある病気です。

40～50代

乳がんを初期に発見できた人の

は、ほぼ完治しています。
乳がんは治る病気なのです。
※出典：国立がん研究センターがん対策情報センター
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福岡ゆたか中央病院での
乳腺診療の流れ

※すべての方が同じ流れになるわけではありません。
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フォローアップ

要精密
検査

マンモレン
ジャー

厚生労働省人口動態統計より

マンモグラフィは乳がんを診断する方
法のひとつで、乳腺・乳房専用のレン
トゲン撮影です。左右のマンモグラ
フィを比較して、左右差がないかを見
比べることにより、腫瘍や石灰化、乳
腺の構築の乱れを発見することができ
るからです。

マンモグラフィ検査をする時に、
片側だけが気になるのに反対側の
乳房も検査するのは、どうしてで
すか？

A.

Q.

圧迫する理由は次の通り４つありま
す。①圧迫して押されることで乳房を
固定する。②乳房を広げて伸ばすこと
で乳房全体を広く描出し、病変を発見
しやすくする。③動きによるボケを少
なくし、診断しやすい画像にする。④
乳房の厚みを薄くして被ばく線量を少
なくする。このような理由で圧迫しま
すが、どうしても痛みが強くて我慢で
きない場合は気兼ねなく担当技師にお
申し付けください。

なぜ乳房を圧迫しなくてはいけな
いの？

Q.

A.
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しこり

2.5㎝

CASE

マンモグラフィ検査

細胞診・針生検（組織診）

超音波（エコー）検査
50代女性
1ヶ月ほど前から右胸と脇にしこりを感じ来院。

マンモグラフィでは、右
の乳房の上部分に大きな
腫瘤を確認できます。
辺縁・形状から見て、悪
性の疑いが高いですね。

この症例では、右胸のやや上脇より
に、約2.5㎝程の腫瘤（黒く見える
部分）が見られます。形は、かなり
いびつで縦長です。黒く手を伸ばし
ているように見える部分
の周囲は、うっすらと
白っぽく見えています。
このことから、乳がんで
あろうと推測されます。

超音波検査では、乳腺全体と腫瘤（し
こり）の内部の様子を観察します。
①腫瘤（しこり）があるかどうか
②良性か悪性か
③悪性ならば、どんなタイプの「がん」
なのか

④しこりを作らない、「がん」がないか
以上の4点などを判断していきます。

右胸

右胸

左胸

リンパ節リンパ節

悪性の疑いが
高いところ

左胸

悪性の疑いが
高いところ

ななめ方向から
撮影した写真

上下方向から
撮影した写真

画像で悪性が疑われた時や良悪性の判断がつきにくい時に行う検査です。
しこりに直接針を刺して、疑わしい部分の細胞や組織を採取します。
その細胞を特殊な染色をし顕微鏡で観察し、良悪性を判断する検査です。
検査結果が出るまで1週間ほどかかります。

画像で悪性が疑われた時や良悪性の判断がつきにくい時に行う検査です。
しこりに直接針を刺して、疑わしい部分の細胞や組織を採取します。
その細胞を特殊な染色をし顕微鏡で観察し、良悪性を判断する検査です。
検査結果が出るまで1週間ほどかかります。

病変部

内刃で患部の一部を切り取る

内刃

細胞診の特徴
●針が細いので麻酔は不要
●刺した部分に血腫（血のかたまり）ができることがある
●患者様のからだへの負担が少ない
●診断を確定するのが難しいことがある

針生検の特徴
●局所麻酔が必要
●刺した部分に血腫（血のかたまり）ができることがある
●患者様のからだへの負担は、細胞診に比較するとやや多い
●入院の必要はない
●細胞診に比べて、より正確な診断が可能

細胞診細胞診

日本乳癌学会ホームページより引用

針生検針生検

日本乳癌学会ホームページより引用

マンモグラフィとは、乳房専用のX線撮影のことをいいます。マン
モグラフィは、触診では診断できない小さなしこりや、しこりに
なる前の石灰化した微細な乳がんの発見に威力を発揮する検査法
で、乳がんの早期発見に欠かすことのできないものです。
ただし、マンモグラフィは、乳腺が密な若い人の場合はX線写真が
かすんでしまい、しこりを見つけることが難しいことがありま
す。また、X線撮影のため、妊娠している人には適しません。

超音波検査（エコー検査）は、乳房に超音波をあて、組織からの反射を
とらえて画像にし、わずかな濃度の違いで病巣を診断するものです。
マンモグラフィに比べて小さいしこりや石灰化の診断が困難ですが、し
こりの内部構造の鑑別がしやすく、乳腺の密な若い人の診断にも使うこ
とができます。

超音波検査（エコー検査）は、乳房に超音波をあて、組織からの反射を
とらえて画像にし、わずかな濃度の違いで病巣を診断するものです。
マンモグラフィに比べて小さいしこりや石灰化の診断が困難ですが、し
こりの内部構造の鑑別がしやすく、乳腺の密な若い人の診断にも使うこ
とができます。
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しこり

2.5㎝

CASE

マンモグラフィ検査

細胞診・針生検（組織診）

超音波（エコー）検査
50代女性
1ヶ月ほど前から右胸と脇にしこりを感じ来院。

マンモグラフィでは、右
の乳房の上部分に大きな
腫瘤を確認できます。
辺縁・形状から見て、悪
性の疑いが高いですね。

この症例では、右胸のやや上脇より
に、約2.5㎝程の腫瘤（黒く見える
部分）が見られます。形は、かなり
いびつで縦長です。黒く手を伸ばし
ているように見える部分
の周囲は、うっすらと
白っぽく見えています。
このことから、乳がんで
あろうと推測されます。

超音波検査では、乳腺全体と腫瘤（し
こり）の内部の様子を観察します。
①腫瘤（しこり）があるかどうか
②良性か悪性か
③悪性ならば、どんなタイプの「がん」
なのか

④しこりを作らない、「がん」がないか
以上の4点などを判断していきます。

右胸

右胸

左胸

リンパ節リンパ節

悪性の疑いが
高いところ

左胸

悪性の疑いが
高いところ

ななめ方向から
撮影した写真

上下方向から
撮影した写真

画像で悪性が疑われた時や良悪性の判断がつきにくい時に行う検査です。
しこりに直接針を刺して、疑わしい部分の細胞や組織を採取します。
その細胞を特殊な染色をし顕微鏡で観察し、良悪性を判断する検査です。
検査結果が出るまで1週間ほどかかります。

画像で悪性が疑われた時や良悪性の判断がつきにくい時に行う検査です。
しこりに直接針を刺して、疑わしい部分の細胞や組織を採取します。
その細胞を特殊な染色をし顕微鏡で観察し、良悪性を判断する検査です。
検査結果が出るまで1週間ほどかかります。

病変部

内刃で患部の一部を切り取る

内刃

細胞診の特徴
●針が細いので麻酔は不要
●刺した部分に血腫（血のかたまり）ができることがある
●患者様のからだへの負担が少ない
●診断を確定するのが難しいことがある

針生検の特徴
●局所麻酔が必要
●刺した部分に血腫（血のかたまり）ができることがある
●患者様のからだへの負担は、細胞診に比較するとやや多い
●入院の必要はない
●細胞診に比べて、より正確な診断が可能

細胞診細胞診

日本乳癌学会ホームページより引用

針生検針生検

日本乳癌学会ホームページより引用

マンモグラフィとは、乳房専用のX線撮影のことをいいます。マン
モグラフィは、触診では診断できない小さなしこりや、しこりに
なる前の石灰化した微細な乳がんの発見に威力を発揮する検査法
で、乳がんの早期発見に欠かすことのできないものです。
ただし、マンモグラフィは、乳腺が密な若い人の場合はX線写真が
かすんでしまい、しこりを見つけることが難しいことがありま
す。また、X線撮影のため、妊娠している人には適しません。

超音波検査（エコー検査）は、乳房に超音波をあて、組織からの反射を
とらえて画像にし、わずかな濃度の違いで病巣を診断するものです。
マンモグラフィに比べて小さいしこりや石灰化の診断が困難ですが、し
こりの内部構造の鑑別がしやすく、乳腺の密な若い人の診断にも使うこ
とができます。

超音波検査（エコー検査）は、乳房に超音波をあて、組織からの反射を
とらえて画像にし、わずかな濃度の違いで病巣を診断するものです。
マンモグラフィに比べて小さいしこりや石灰化の診断が困難ですが、し
こりの内部構造の鑑別がしやすく、乳腺の密な若い人の診断にも使うこ
とができます。
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ＣＴ（コンピュータ断層撮影装置）

このあと、精密画像
診断の結果や病理診
断の結果をふまえ治
療方針を決定してい
きます。
このように病気を発
見するまで色々な検
査をおこないますが
ひとつひとつ理由が
あります。検査で気
になることがありま
したら気がねなくお
話し下さい。

胸部の手術歴やいぼやほく
ろ、自分で気付いたしこりな
どは担当技師にお伝えくださ
い。誤った診断を避けるのに
役立ちます。また、制汗剤や
ラメなどはがんのサインでも
ある石灰化像と間違えてしま
うおそれがありますので検査
前によく拭き取っておきま
しょう。

マンモグラフィを撮影する
時の注意点はありますか？

A.

Q.Q.ＣＴとＭＲＩの違いって何ですか？

短時間で全身検索できます。がんが肺や肝臓に転移していないかリンパ
節が腫れていないか確認します。また、手術時と同じ体勢で検査するた
め術前シュミレーションとしても活用します。

ＭＲＩ（磁気共鳴影像装置）
様々な撮影法を組み合わせ、病変の広がりを診断します。MRIの特性上、
範囲に限りがありますが、その分、腫瘍の性質（脂肪や水の成分など）を確
認することができます。そのため、良悪性の判断がマンモグラフィや超
音波（エコー）検査でつかない場合、MRIで精査することがあります。

このような形で体を
輪切りにして
見ています。

矢印方向に
見ている画像
です。

矢印方向に
見ている画像
です。

左
胸

右
胸

左
胸

右
胸 右

胸

右
胸

左
胸
右
胸

左
胸
右
胸

左
胸

リンパ節

リンパ節

リンパ節
肝臓

ろっ骨

ＣＴ

原理

被ばく
長所
撮影時間
体位

あり
短時間で広範囲の撮影が可能

15～30分程度
仰向け

放射線を使って全方向から内
臓や血管、骨の組み立てなど
の立体画像を作成します。

ＭＲＩ

なし
造影剤なしで血管撮影が可能

1時間程度
うつぶせ

磁力を使って体の組織を、区
別して、画像を作成します。

悪性の疑いが
高いところ

時間経過で
良悪性を見ます

全身を、転移していないか、
くまなく検索中です。

右胸

正面から見ると…

左胸
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ＣＴ（コンピュータ断層撮影装置）

このあと、精密画像
診断の結果や病理診
断の結果をふまえ治
療方針を決定してい
きます。
このように病気を発
見するまで色々な検
査をおこないますが
ひとつひとつ理由が
あります。検査で気
になることがありま
したら気がねなくお
話し下さい。

胸部の手術歴やいぼやほく
ろ、自分で気付いたしこりな
どは担当技師にお伝えくださ
い。誤った診断を避けるのに
役立ちます。また、制汗剤や
ラメなどはがんのサインでも
ある石灰化像と間違えてしま
うおそれがありますので検査
前によく拭き取っておきま
しょう。

マンモグラフィを撮影する
時の注意点はありますか？

A.

Q.Q.ＣＴとＭＲＩの違いって何ですか？

短時間で全身検索できます。がんが肺や肝臓に転移していないかリンパ
節が腫れていないか確認します。また、手術時と同じ体勢で検査するた
め術前シュミレーションとしても活用します。

ＭＲＩ（磁気共鳴影像装置）
様々な撮影法を組み合わせ、病変の広がりを診断します。MRIの特性上、
範囲に限りがありますが、その分、腫瘍の性質（脂肪や水の成分など）を確
認することができます。そのため、良悪性の判断がマンモグラフィや超
音波（エコー）検査でつかない場合、MRIで精査することがあります。

このような形で体を
輪切りにして
見ています。

矢印方向に
見ている画像
です。

矢印方向に
見ている画像
です。

左
胸

右
胸

左
胸

右
胸 右

胸

右
胸

左
胸
右
胸

左
胸
右
胸

左
胸

リンパ節

リンパ節

リンパ節
肝臓

ろっ骨

ＣＴ

原理

被ばく
長所
撮影時間
体位

あり
短時間で広範囲の撮影が可能

15～30分程度
仰向け

放射線を使って全方向から内
臓や血管、骨の組み立てなど
の立体画像を作成します。

ＭＲＩ

なし
造影剤なしで血管撮影が可能

1時間程度
うつぶせ

磁力を使って体の組織を、区
別して、画像を作成します。

悪性の疑いが
高いところ

時間経過で
良悪性を見ます

全身を、転移していないか、
くまなく検索中です。

右胸

正面から見ると…

左胸
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当院では、ホスピタルストリートに
写真や絵画、書などを展示して下さ
る方を募集しています。個人でもグ
ループでも構いません。お気軽にお
電話下さい。
掲示期間：１ヶ月ごと
※肖像権の侵害が生じないよう、応
募者の責任において必ず被写体の人
物に公表の承諾を得て下さい。

ホスピタルストリートに展示したい方 募集中！！ホスピタルストリートに展示したい方 募集中！！ホスピタルストリートギャラリーホスピタルストリートギャラリー

１人分 75kcal　塩分 0.6g１人分 75kcal　塩分 0.6g
蒸し野菜の塩麹和え蒸し野菜の塩麹和え

作り方作り方

健康教室健康教室
参加無料

事前申し込み不要
参加無料

事前申し込み不要

いき
いき

毎週火曜日、開催中！毎週火曜日、開催中！

午前１０時３０分より
　　　４階デイルーム
午前１０時３０分より
　　　４階デイルーム

お問い合わせ 栄養課まで栄養課まで

T E L : 0 9 4 9 - 2 6 - 2 3 1 1（ 代 ）T E L : 0 9 4 9 - 2 6 - 2 3 1 1（ 代 ）

８月５日
（火）

８月19日
（火）

８月26日
（火）

９月９日
（火）

９月16日
（火）

ところ

◆ 問合わせ先
　　　　　　　　　　　総務課まで
　TEL.0949-26-2311（代）

①ラディッシュは薄切りにし、葉や茎も刻む。胡瓜
は輪切りにする。ラディッシュの葉、茎、胡瓜は
塩もみし洗い流す。
②まいたけ、しめじは石づきを取りほぐす。きのこ
はそれぞれ蒸す。
③たまねぎをみじん切りにし、ボウルに入れ【A】
を加え良く混ぜる。
④③に①②を入れ全体を和える。

①ラディッシュは薄切りにし、葉や茎も刻む。胡瓜
は輪切りにする。ラディッシュの葉、茎、胡瓜は
塩もみし洗い流す。
②まいたけ、しめじは石づきを取りほぐす。きのこ
はそれぞれ蒸す。
③たまねぎをみじん切りにし、ボウルに入れ【A】
を加え良く混ぜる。
④③に①②を入れ全体を和える。

材料（2人分）材料（2人分）
ラディッシュ・・20g
胡瓜・・・・・・40g
しめじ・・・・・40g
まいたけ・・・・40g
たまねぎ・・・・40g

ラディッシュ・・20g
胡瓜・・・・・・40g
しめじ・・・・・40g
まいたけ・・・・40g
たまねぎ・・・・40g

【A】
オリーブ油・・・12g
ブラックペッパー・・0.6g
塩麹・・・・・・1.2g

【A】
オリーブ油・・・12g
ブラックペッパー・・0.6g
塩麹・・・・・・1.2g

MOA 美術館展 直方ろう学校展

管理栄養士
による
健康レシピ

夏でもサッパリ食べれて、元気いっぱい！！夏でもサッパリ食べれて、元気いっぱい！！

麹にはたんぱく質を分解する酵素が含まれて
います。その酵素の働きで食品の旨みも数段
アップし、また細胞が細かく分解されるため、
消化吸収がスムーズになります。
さらに麹などの発酵食品には、腸内環境を整
える働きがあります。
腸内環境が整えば、免疫
力が高まり、新陳代謝が
活発になって美肌作りに
も役立ちます。
ただし、発酵食品は一度にたくさん
摂取しても、その効果の持続には
限りがあり、定住することなく排出
されてしまいます。毎日、継続的に
食べ続けましょう。

麹にはたんぱく質を分解する酵素が含まれて
います。その酵素の働きで食品の旨みも数段
アップし、また細胞が細かく分解されるため、
消化吸収がスムーズになります。
さらに麹などの発酵食品には、腸内環境を整
える働きがあります。
腸内環境が整えば、免疫
力が高まり、新陳代謝が
活発になって美肌作りに
も役立ちます。
ただし、発酵食品は一度にたくさん
摂取しても、その効果の持続には
限りがあり、定住することなく排出
されてしまいます。毎日、継続的に
食べ続けましょう。

麹の栄養学麹の栄養学

菓子類、飲み物の上手な選び方
間食は時間と量次第！気になるお
菓子や飲み物について紹介します。

話題の食材、栄養法
ＴＶや本で話題の食材や栄養法に
ついて

塩分をとりすぎないための
ワンポイントアドバイス
見えない所にこんなに塩分！？
毎日の工夫で減塩に。

気になるコレステロール
コレステロールが多い食材。コレス
テロールを下げるポイントについて

カロリー控えめ、外食選びのコツ
外食が悪い？知っておくと便利な外
食の選び方。

１９　きらめき Vol.６ きらめき Vol.６　２０



当院では、ホスピタルストリートに
写真や絵画、書などを展示して下さ
る方を募集しています。個人でもグ
ループでも構いません。お気軽にお
電話下さい。
掲示期間：１ヶ月ごと
※肖像権の侵害が生じないよう、応
募者の責任において必ず被写体の人
物に公表の承諾を得て下さい。

ホスピタルストリートに展示したい方 募集中！！ホスピタルストリートに展示したい方 募集中！！ホスピタルストリートギャラリーホスピタルストリートギャラリー

１人分 75kcal　塩分 0.6g１人分 75kcal　塩分 0.6g
蒸し野菜の塩麹和え蒸し野菜の塩麹和え

作り方作り方

健康教室健康教室
参加無料

事前申し込み不要
参加無料

事前申し込み不要

いき
いき

毎週火曜日、開催中！毎週火曜日、開催中！

午前１０時３０分より
　　　４階デイルーム
午前１０時３０分より
　　　４階デイルーム

お問い合わせ 栄養課まで栄養課まで

T E L : 0 9 4 9 - 2 6 - 2 3 1 1（ 代 ）T E L : 0 9 4 9 - 2 6 - 2 3 1 1（ 代 ）

８月５日
（火）

８月19日
（火）

８月26日
（火）

９月９日
（火）

９月16日
（火）

ところ

◆ 問合わせ先
　　　　　　　　　　　総務課まで
　TEL.0949-26-2311（代）

①ラディッシュは薄切りにし、葉や茎も刻む。胡瓜
は輪切りにする。ラディッシュの葉、茎、胡瓜は
塩もみし洗い流す。
②まいたけ、しめじは石づきを取りほぐす。きのこ
はそれぞれ蒸す。
③たまねぎをみじん切りにし、ボウルに入れ【A】
を加え良く混ぜる。
④③に①②を入れ全体を和える。

①ラディッシュは薄切りにし、葉や茎も刻む。胡瓜
は輪切りにする。ラディッシュの葉、茎、胡瓜は
塩もみし洗い流す。
②まいたけ、しめじは石づきを取りほぐす。きのこ
はそれぞれ蒸す。
③たまねぎをみじん切りにし、ボウルに入れ【A】
を加え良く混ぜる。
④③に①②を入れ全体を和える。

材料（2人分）材料（2人分）
ラディッシュ・・20g
胡瓜・・・・・・40g
しめじ・・・・・40g
まいたけ・・・・40g
たまねぎ・・・・40g

ラディッシュ・・20g
胡瓜・・・・・・40g
しめじ・・・・・40g
まいたけ・・・・40g
たまねぎ・・・・40g

【A】
オリーブ油・・・12g
ブラックペッパー・・0.6g
塩麹・・・・・・1.2g

【A】
オリーブ油・・・12g
ブラックペッパー・・0.6g
塩麹・・・・・・1.2g

MOA 美術館展 直方ろう学校展

管理栄養士
による
健康レシピ

夏でもサッパリ食べれて、元気いっぱい！！夏でもサッパリ食べれて、元気いっぱい！！

麹にはたんぱく質を分解する酵素が含まれて
います。その酵素の働きで食品の旨みも数段
アップし、また細胞が細かく分解されるため、
消化吸収がスムーズになります。
さらに麹などの発酵食品には、腸内環境を整
える働きがあります。
腸内環境が整えば、免疫
力が高まり、新陳代謝が
活発になって美肌作りに
も役立ちます。
ただし、発酵食品は一度にたくさん
摂取しても、その効果の持続には
限りがあり、定住することなく排出
されてしまいます。毎日、継続的に
食べ続けましょう。

麹にはたんぱく質を分解する酵素が含まれて
います。その酵素の働きで食品の旨みも数段
アップし、また細胞が細かく分解されるため、
消化吸収がスムーズになります。
さらに麹などの発酵食品には、腸内環境を整
える働きがあります。
腸内環境が整えば、免疫
力が高まり、新陳代謝が
活発になって美肌作りに
も役立ちます。
ただし、発酵食品は一度にたくさん
摂取しても、その効果の持続には
限りがあり、定住することなく排出
されてしまいます。毎日、継続的に
食べ続けましょう。

麹の栄養学麹の栄養学

菓子類、飲み物の上手な選び方
間食は時間と量次第！気になるお
菓子や飲み物について紹介します。

話題の食材、栄養法
ＴＶや本で話題の食材や栄養法に
ついて

塩分をとりすぎないための
ワンポイントアドバイス
見えない所にこんなに塩分！？
毎日の工夫で減塩に。

気になるコレステロール
コレステロールが多い食材。コレス
テロールを下げるポイントについて

カロリー控えめ、外食選びのコツ
外食が悪い？知っておくと便利な外
食の選び方。
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TEL.0949-26-2311

診療科

高血圧
心臓病

糖尿病

甲状腺・内分泌

心療内科

一般内科

リウマチ
膠原病

消化器科

呼吸器科

外　　科

整形外科

眼科
皮 膚 科

月曜日

野　田
松　本              
重　藤

納　富

中　塚 中　塚                 中　塚

吉　成吉　成

鈴　山              

友　弘
手術のため、受付時間が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

※学会・緊急手術等で予定が変更になる場合があります。申し訳ございませんが、ご了承お願い致します。
　詳しい休診情報については、当院ホームページをご覧下さい。
※神経内科は平成 26 年 7 月より、医師不在のため当面の間休診させていただきます。

平成２６年７月現在

永　富 永　富 永　富 永　富

久　保

（病院長）野田 晏宏 （副院長）松本 髙宏 重藤 由行 宮田 健二

内　科

外　科 放射線科

呼吸器科 リウマチ 心療内科 甲状腺 一般内科 眼科

消化器科 糖尿病

田畑 寿彦 船田 摩央 大野 眞由美 納富 威充鈴山 千恵金　玹志

犬塚 悟 川上 覚 麻生 達磨 宮﨑 直樹 中塚 敬輔 田中 良哉 渡邉 克己 吉成 紘子 永富 智浩鳥本 桂一

（副院長）小野 洋 新山 秀昭 藤田 逸人 石井 泰 鬼塚 哲 松成 康生 友弘 愼一 前岡 伸彦吉岡 はるな久保 利江子

吉　岡

友　弘 友　弘 非常勤 友　弘

船　田金 金              
田　畑

大　野              

犬　塚
川　上               

小　野
石　井

新　山
藤　田

小　野
鬼　塚

新　山
石　井
松　成

藤　田
鬼　塚

犬　塚
宮　﨑

川　上
麻　生               

吉　成                 

田　中                
中　塚                

鳥　本

渡　邉

納　富 納　富              納　富              

野　田
重　藤
宮　田

松　本
松　本
重　藤

火曜日

新患当番

午後予約のみ

午後予約のみ

午後予約のみ

要 紹介状

新患当番

第２・４のみ
新患当番

新患当番

新患当番

新患当番
川　上               新患当番

新患当番

第２のみ
第２以外

重　藤              新患当番

水曜日 木曜日 金曜日

初めて受診される患者様へ 診療案内

診療受付時間

休診日

土・日・祝祭日
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

内科・外科
整 形 外 科

眼科

皮膚科

当院を初めて受診される患者様は緊急の場合を
除き、当日の新患当番医が診察致します。
次回より専門医が診察致しますので、ご了承下さい。

当院を初めて受診される患者様は緊急の場合を
除き、当日の新患当番医が診察致します。
次回より専門医が診察致しますので、ご了承下さい。

月曜日～金曜日

お願い

面会時間について

◆ 面会の方は、なるべく少人数・短時間でお願い
　 します。
◆ 小さなお子様は、感染防止のため特別の場合を
　 除いてご遠慮下さい。
◆ 面会の方の病室内での飲食はお断りしています。
◆ 面会への配慮（希望されない等）が必要な方は、
　 入院時にお申し出下さい。
◆ 病状によっては面会をお断りすることがありま
　 す。または、その時間を制限させて頂くことが
　 ありますので、ご了承下さい。
◆ 特別な事情により、時間外に面会を希望される方
　 は、看護師にお申し出下さい。

診察のご予約は３ヶ月以内に受診された患者様
のみとなっておりますので、ご了承下さい。
お電話での予約は下記の時間帯のみになります。

翌日の予約のみ
※時間外および休診日の救急受診をご希望の
　場合はお電話下さい。（tel.0949-26-2311）※土・日・祝祭日は予約および予約の変更を

　受付けておりません。

午後１時より
午後２時まで

午後１時より
午後５時まで

平　日

土・日・祝祭日 午前１０時より
午後９時３０分まで

午後１時より
午後９時３０分まで

※紹介状をお持ちの患者様を優先してお呼び
　致しておりますので、ご了承下さい。
※紹介状をお持ちの患者様を優先してお呼び
　致しておりますので、ご了承下さい。

午前８時３０分より
午前１１時３０分まで

午前８時３０分より
午前１１時まで

午後０時（正午）より
午後３時３０分まで

診察のご予約および変更のお電話について

ご面会について 地域医療連携室ご利用下さい

◆ FAX での診療依頼の受付
◆ 電話での受診、入院、転院依頼の受付
◆ 受診報告の FAX 送信、返書の郵送
◆ 紹介・逆紹介に関するデータ集計
◆ 他の医療機関、関係施設の情報収集
◆ その他、医療機関・関係施設との連絡調整窓口

staff
室長　　　　副院長　松本 髙宏
ソーシャルワーカー　谷口 恵子
　　　　　　　　　　永田 健一
　　　　　　　　　　橋垣 崇則
事務　　　　　　　　山本 香須美

staff
室長　　　　副院長　松本 髙宏
ソーシャルワーカー　谷口 恵子
　　　　　　　　　　永田 健一
　　　　　　　　　　橋垣 崇則
事務　　　　　　　　山本 香須美

fax.0949-26-2372（直通）

ご意見・ご感想は下記の E-mail までご意見・ご感想は下記の E-mail まで

読者の皆様のご意見をもとに、
より充実した広報誌を目指します。

kirameki.ad@nogata-hosp.jpkirameki.ad@nogata-hosp.jp

内
科

整形外科 皮膚科

医師外来診療担当表
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TEL.0949-26-2311

診療科

高血圧
心臓病

糖尿病

甲状腺・内分泌

心療内科

一般内科

リウマチ
膠原病

消化器科

呼吸器科

外　　科

整形外科

眼科
皮 膚 科

月曜日

野　田
松　本              
重　藤

納　富

中　塚 中　塚                 中　塚

吉　成吉　成

鈴　山              

友　弘
手術のため、受付時間が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

※学会・緊急手術等で予定が変更になる場合があります。申し訳ございませんが、ご了承お願い致します。
　詳しい休診情報については、当院ホームページをご覧下さい。
※神経内科は平成 26 年 7 月より、医師不在のため当面の間休診させていただきます。

平成２６年７月現在

永　富 永　富 永　富 永　富

久　保

（病院長）野田 晏宏 （副院長）松本 髙宏 重藤 由行 宮田 健二

内　科

外　科 放射線科

呼吸器科 リウマチ 心療内科 甲状腺 一般内科 眼科

消化器科 糖尿病

田畑 寿彦 船田 摩央 大野 眞由美 納富 威充鈴山 千恵金　玹志

犬塚 悟 川上 覚 麻生 達磨 宮﨑 直樹 中塚 敬輔 田中 良哉 渡邉 克己 吉成 紘子 永富 智浩鳥本 桂一

（副院長）小野 洋 新山 秀昭 藤田 逸人 石井 泰 鬼塚 哲 松成 康生 友弘 愼一 前岡 伸彦吉岡 はるな久保 利江子

吉　岡

友　弘 友　弘 非常勤 友　弘

船　田金 金              
田　畑

大　野              

犬　塚
川　上               

小　野
石　井

新　山
藤　田

小　野
鬼　塚

新　山
石　井
松　成

藤　田
鬼　塚

犬　塚
宮　﨑

川　上
麻　生               

吉　成                 

田　中                
中　塚                

鳥　本

渡　邉

納　富 納　富              納　富              

野　田
重　藤
宮　田

松　本
松　本
重　藤

火曜日

新患当番

午後予約のみ

午後予約のみ

午後予約のみ

要 紹介状

新患当番

第２・４のみ
新患当番

新患当番

新患当番

新患当番
川　上               新患当番

新患当番

第２のみ
第２以外

重　藤              新患当番

水曜日 木曜日 金曜日

初めて受診される患者様へ 診療案内

診療受付時間

休診日

土・日・祝祭日
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

内科・外科
整 形 外 科

眼科

皮膚科

当院を初めて受診される患者様は緊急の場合を
除き、当日の新患当番医が診察致します。
次回より専門医が診察致しますので、ご了承下さい。

当院を初めて受診される患者様は緊急の場合を
除き、当日の新患当番医が診察致します。
次回より専門医が診察致しますので、ご了承下さい。

月曜日～金曜日

お願い

面会時間について

◆ 面会の方は、なるべく少人数・短時間でお願い
　 します。
◆ 小さなお子様は、感染防止のため特別の場合を
　 除いてご遠慮下さい。
◆ 面会の方の病室内での飲食はお断りしています。
◆ 面会への配慮（希望されない等）が必要な方は、
　 入院時にお申し出下さい。
◆ 病状によっては面会をお断りすることがありま
　 す。または、その時間を制限させて頂くことが
　 ありますので、ご了承下さい。
◆ 特別な事情により、時間外に面会を希望される方
　 は、看護師にお申し出下さい。

診察のご予約は３ヶ月以内に受診された患者様
のみとなっておりますので、ご了承下さい。
お電話での予約は下記の時間帯のみになります。

翌日の予約のみ
※時間外および休診日の救急受診をご希望の
　場合はお電話下さい。（tel.0949-26-2311）※土・日・祝祭日は予約および予約の変更を

　受付けておりません。

午後１時より
午後２時まで

午後１時より
午後５時まで

平　日

土・日・祝祭日 午前１０時より
午後９時３０分まで

午後１時より
午後９時３０分まで

※紹介状をお持ちの患者様を優先してお呼び
　致しておりますので、ご了承下さい。
※紹介状をお持ちの患者様を優先してお呼び
　致しておりますので、ご了承下さい。

午前８時３０分より
午前１１時３０分まで

午前８時３０分より
午前１１時まで

午後０時（正午）より
午後３時３０分まで

診察のご予約および変更のお電話について

ご面会について 地域医療連携室ご利用下さい

◆ FAX での診療依頼の受付
◆ 電話での受診、入院、転院依頼の受付
◆ 受診報告の FAX 送信、返書の郵送
◆ 紹介・逆紹介に関するデータ集計
◆ 他の医療機関、関係施設の情報収集
◆ その他、医療機関・関係施設との連絡調整窓口

staff
室長　　　　副院長　松本 髙宏
ソーシャルワーカー　谷口 恵子
　　　　　　　　　　永田 健一
　　　　　　　　　　橋垣 崇則
事務　　　　　　　　山本 香須美

staff
室長　　　　副院長　松本 髙宏
ソーシャルワーカー　谷口 恵子
　　　　　　　　　　永田 健一
　　　　　　　　　　橋垣 崇則
事務　　　　　　　　山本 香須美

fax.0949-26-2372（直通）

ご意見・ご感想は下記の E-mail までご意見・ご感想は下記の E-mail まで

読者の皆様のご意見をもとに、
より充実した広報誌を目指します。

kirameki.ad@nogata-hosp.jpkirameki.ad@nogata-hosp.jp

内
科

整形外科 皮膚科

医師外来診療担当表

２１　きらめき Vol.６ きらめき Vol.６　２２



の理念
理想的な地域包括ケアを実現すること
で、病む人と職員が幸せになり、地域社
会が健やかに栄える病院を目指します。

１．病む人の立場に立った医療を提供し、
選ばれる病院となります。

２．あらゆる診療情報を病む人と共有し、
地域医療機関と連携します。

３．医療、保健、福祉の総合的基幹セン
ターとして、「地域包括ケアの医療の
要機能」を発揮します。

http://fukuoka.jcho.go.jp

企画／発行  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 広報委員会

2014 Vol.6広報誌
新病院を知る！！

夏号

意外と知らない、病院を知る
「委員会」という取り組みと
「教育入院」という取り組み 3‒8

今年度の新人です!!
はじめまして！ 12

巻頭インタビュー
福岡ゆたか中央病院、始動。1‒2

特集　シリーズ「病気のアレコレ」

早期発見がカギ！！
検査で見る「乳がん」13‒18

病院を支えるドクターたち
ニューフェイスなドクターを知る 9‒11

夏こそ!さっぱり、たくさん食べよう!
「蒸し野菜の塩麹和え」 19‒20


