
地域と医療をつなぐコミュニケーションマガジン

TEL：092-681-3115
http://www.kieikai.ne.jp/

〒813-0044 福岡市東区千早4丁目14-40

2021年初夏号

R3.6.9現在福岡輝栄会病院 外来診療週間日程表 受付時間は診療終了時間の30分前までとなります。
【診療時間】 午前9：00～13：00／午後14：00～18：00
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糖尿病外来

循環器内科

総合診療部

健診科

脳神経外科
（９時３０分から

診察開始）

月 火 水 木 金 土 備考
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野原　聡平 野原　聡平 野原　聡平 鈴木　聡 伊藤　理

阿部　悟朗

担当医

午後
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西村 中
(九大)
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（第1～第4）
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全身をスクリーニングする上
でお薦めしているスタンダー
ドなコースです。

スタンダードな検査に加えて
精密な検査を行い全身の健康
状態を評価します。

脳卒中等への不安に対する
コースです。

また、当センターでは全身や脳の健康状態を把握し「がん、心臓病、脳卒中」（三大疾病）の発見、治療につなげ
る人間ドックコースをご用意しております。

66,000円(税込)39,490円(税込) 35,200円(税込)
● 身体測定

● 血圧測定

● 聴力検査

● 胃部内視鏡または胃部 X線

● 眼科検査

（眼底カメラ・眼圧・視力検査）

● 胸部 X線

● 心電図

●呼吸機能検査

● 便潜血　● 検尿

● 超音波検査（腹部）

● 栄養指導

● 糖尿病・膵代謝検査(3項目)

● 脂質・肝機能・腎機能検査(16項目)

● 感染炎症検査(5項目)

● 血液一般・電解質検査 (14 項目 ) 

● 身体測定

● 血圧測定

● 頭部MRI・MRA（3.0 テスラ）

● 眼科検査（眼底カメラ）

● 動脈硬化検査（ABI）

● 超音波検査（頸動脈）

● 栄養指導

● 糖尿病・膵代謝検査(3項目)

● 脂質・肝機能・腎機能検査(13項目)

● 感染炎症検査(CRP定量)

● 血液一般・電解質検査 (12 項目 ) 

● 身体測定

● 血圧測定

● 頭部MRI・MRA（3.0 テスラ）

● 胃部内視鏡または胃部 X線

● 眼科検査

（眼底カメラ・眼圧・視力検査）

● 胸部 X線  ● 胸部 / 腹部 CT

●心電図

● 聴力検査　 

● 便潜血　● 検尿

● 超音波検査（甲状腺・腹部）

● 栄養指導

● 腫瘍マーカー(5項目)

● 糖尿病・膵代謝検査(3項目)

● 脂質・肝機能・腎機能検査(18項目)

● 感染炎症検査(5項目)

● 血液一般・電解質検査 (16 項目 ) 

病院のホームページに人間ドックや健診の詳細を載せております。ぜひ、ご覧下さい。

この他に事業者様（1名～）の雇い入れ時健診、法定健診や市のがん検診などを取り扱って

おります。ご希望に沿った追加オプションもございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

受診に関するご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ、ご予約は、

092-681-3115健診・予防医学センター （病院代表）

鈴宮寛子 医師
健診科

脳 ド ッ ク精 密 ド ッ ク人 間 ド ッ ク

※厚生労働省HP（令和元年度）
平均寿命と健康寿命の差（平成 28年）
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男性
平均寿命

健康寿命

平均寿命

健康寿命

※厚生労働省HP（平成 28 年度）

死因

糖尿病
1.0％

高血圧性疾患
0.7％

肺炎
6.9％

その他
32.6％

老衰
8.8％

脳血管疾患
7.7％

心疾患
15.0％

悪性新生物
27.3％

ご家族も積極的に
受けて下さいね。
ご家族も積極的に
受けて下さいね。

扶養にはいってても
受けられるんですね

受けたいけれど
どうすればいいの？

特定健診ってどんなもの？

健診・予防医学センター

○　40歳から74歳の方で各医療保険の加入者や扶養者（ご家族）が受診できます。
※75歳以上の方は後期高齢者健診

○　健診費用については補助がうけられます。
※加入している医療保険によって補助額が異なります。

○　ご自身の今の健康状態を知ることができます。

○　いつかお医者さんに聞いてみたいなと思っていたことも相談できます。                 

健診・予防医学センターでは様々な健診を取り扱っております。

そのなかでも今回は「特定健診」についてご紹介します。

（年）

特定健診のご紹介
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新 入 職 医 師 紹 介新 入 職 医 師 紹 介

脳神経内科・脳神経外科

野原 聡平医師

令和3年4月より脳神経外科に勤務しております。
これまで県内の大学病院や高齢化率の高い地域の市中病院などで10年

間ほど脳神経内科の診療に従事してきました。当院では脳卒中で入院され
る患者様が多いため脳卒中診療が中心となると思いますが、「パーキンソン
病」や「認知症」など脳神経内科でよく扱う疾患も可能な範囲で診療してい
ければと考えております。「もの忘れ外来」も行っていく予定です。
地域の皆様のお役に立ちたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。

《専門医》
日本神経学会神経内科専門医
日本内科学会総合内科専門医

《自己紹介》

消化器内科
消化器内科部長

富田 洋介医師

脊椎外科・整形外科
脊椎外科部長

医師

そうへいの は ら

ようすけと み た

密川 守
まもるみつかわ

令和3年4月より内科・消化器内科としてお世話になっております。
これまでは消化管内科として毎日内視鏡を握り、消化管全般（食道/胃/

大腸）に発生する癌などの腫瘍性病変の内視鏡的診断・治療、炎症性腸疾
患やその他消化管疾患全般の診療に努めてまいりました。
これまでの経験をもとに、当院では正確な診断と安全確実な治療を心が

けていきたいと思います。消化器症状でお困りのことがありましたらご相談
ください。宜しく御願い申し上げます。

日本整形外科学会整形外科専門医

《自己紹介》

4月より福岡輝栄会病院脊椎外科部長に就任いたしました密川守と申し
ます。
これまでに久留米大学とその関連病院において2,900例を超える脊椎手
術を経験してまいりました。この経験を生かし、脊椎疾患により疼痛や麻痺
にて苦しんでいる患者様方が、笑顔で生き生きとした生活がおくれますよう
に、微力ではございますが誠心誠意努力してまいります。

《専門医》

《自己紹介》

※専門医資格は、医療広告ガイドラインに基づき広告可能な資格のみを掲載

　令和 3 年度は看護部20名、医療技術部 11 名の計 31
名の新卒の皆さんが福岡輝栄会病院の新しい仲間になり
ました。
　入社式は4 月1日に新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、看護と医療技術部にわかれ、マスク着用や出席
職員数の制限など感染予防に十分配慮し、2部制で執り
行いました。中村理事長の挨拶に次いで、新入職を代表
して看護部の荒木芙卯さんと医療技術部の馬場文子さん
が力強い決意表明を述べました。

理事長挨拶
　新入職員の皆さん、福岡輝栄会病院への入社おめでとうございます。コロナ禍での入社で充分な歓迎会も開催で
きず残念ではありますが、皆さんの入社を嬉しく思っております。
　福岡にはたくさんの病院があり、医療の内容、病院の設備、労働条件などそれぞれに特徴があります。その中で、
当院は患者として治療を受けるのに相応しい、就職して働くのに相応しい、言わば選ばれる病院に該当するでしょ
うか。
　多くの患者様にご利用いただき、たくさんの新入社員が入社し、それなりに選ばれてはいると思いますが、まだ
まだ充実している病院が多くあります。新入職員の皆さんが「いい病院に就職できて良かった」「ここを選んでしっ
かりとした経験が積める」と思っていただけるよう、我々も気を引き締めてお迎えいたします。
　そして、千早・香椎地域の方々に「輝栄会があって良かった」「輝栄会で助かった」と言っていただけるように、
もっと努力をしていかなければならないと思っています。共に力を合わせて、素晴らしい病院にしていきましょう。
よろしくお願いします。

　現在、新型コロナウイルスが日本のみならず、世界中で蔓延しており、健康
の大切さと医療の果たす責任の大きさを感じ
ております。このような時期に、医療に尽力
されている医療従事者の皆様に心からの敬意
と感謝を申し上げるとともに、新たに医療従
事者として加わることに並々ならぬ思いで
いっぱいです。
　輝栄会の病院理念である、「この病院にかかわるすべての人々が健やかで明る

い日々でありますように、輝かしく栄えある人生でありますように」という願いに応えられるよう、一社会人として、
また、福岡輝栄会病院の一員として誠実に勤めて参りますことをここに誓います。
　新人として、しばらくの間は分からないことも多く、皆様にご迷惑をお掛けする事も多々あるかと思いますが、
一日でも早く仕事を覚え、地域の中核病院で活躍できるよう務めてまいります。どうか、ご指導ご鞭撻を賜ります
よう、よろしくお願い致します。

看護部・荒木芙卯
医療技術部・馬場文子

令和 3年度入社式が行われました

決意表明（抜粋）



54

新 入 職 医 師 紹 介新 入 職 医 師 紹 介

脳神経内科・脳神経外科

野原 聡平医師

令和3年4月より脳神経外科に勤務しております。
これまで県内の大学病院や高齢化率の高い地域の市中病院などで10年

間ほど脳神経内科の診療に従事してきました。当院では脳卒中で入院され
る患者様が多いため脳卒中診療が中心となると思いますが、「パーキンソン
病」や「認知症」など脳神経内科でよく扱う疾患も可能な範囲で診療してい
ければと考えております。「もの忘れ外来」も行っていく予定です。
地域の皆様のお役に立ちたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。

《専門医》
日本神経学会神経内科専門医
日本内科学会総合内科専門医

《自己紹介》

消化器内科
消化器内科部長

富田 洋介医師

脊椎外科・整形外科
脊椎外科部長

医師

そうへいの は ら

ようすけと み た

密川 守
まもるみつかわ

令和3年4月より内科・消化器内科としてお世話になっております。
これまでは消化管内科として毎日内視鏡を握り、消化管全般（食道/胃/

大腸）に発生する癌などの腫瘍性病変の内視鏡的診断・治療、炎症性腸疾
患やその他消化管疾患全般の診療に努めてまいりました。
これまでの経験をもとに、当院では正確な診断と安全確実な治療を心が

けていきたいと思います。消化器症状でお困りのことがありましたらご相談
ください。宜しく御願い申し上げます。

日本整形外科学会整形外科専門医

《自己紹介》

4月より福岡輝栄会病院脊椎外科部長に就任いたしました密川守と申し
ます。
これまでに久留米大学とその関連病院において2,900例を超える脊椎手
術を経験してまいりました。この経験を生かし、脊椎疾患により疼痛や麻痺
にて苦しんでいる患者様方が、笑顔で生き生きとした生活がおくれますよう
に、微力ではございますが誠心誠意努力してまいります。

《専門医》

《自己紹介》

※専門医資格は、医療広告ガイドラインに基づき広告可能な資格のみを掲載
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〒813-0044
福岡市東区千早３丁目 6-37
ガーデンズ千早２F

医療法人 つだクリニック皮膚科・泌尿器科・アレルギー科

TEL 092-671-5588

　香椎宮前駅前のヤマダ電機で長く「清原皮膚泌尿器科医院」で診療を行ってきました。
　今回ビル閉鎖に伴い、ガーデンズ千早に「つだクリニック　皮フ科・泌尿器科・アレ
ルギー科」として移転開院いたしました。丁寧な診療をモットーに診察を行い、お肌や
おしっこの悩みに安心を届けていきたいと思っています。
　今回より美容点滴やエレクトロポレーション、ケミカルピーリング、脱毛などの美容
も行っております。
　EDや AGAなどにも対応しております。ご気軽にお尋ね下さい。

診療のご案内
診　療　時　間

午前10:00 ～ 13:00
午後 14:00 ～ 18:00

月　火　水　木　金　土　日
○　○　　　○　○　○　○
○　　　　　○　　　○　○

院長　津田　聡

〒813-0044
福岡市東区千早３丁目 6-37
ガーデンズ千早２F

よしだ内科・外科・足クリニック内科、外科、足のクリニック

TEL 092-692-5515

　この度 2021年 5月 8日に「よしだ内科・外科・足クリニック」を開院いたしまし
た。心臓血管外科医として培った経験を活かし、循環器内科全般、特に血管病変に関
する予防・診断・治療を最も得意とするクリニックです。また、これまでに数千例の
患者様の足・爪を診察し治療をして参りました。静脈瘤日帰り治療、巻き爪治療、フッ
トケアからマッサージに至るまで「足の総合診療」にも取り組んでいきます。地域の
皆様の「全身の健康」、「足」を守るためスタッフ一同で努力して参ります。また、プ
ラセンタなどの点滴注射療法、高濃度ビタミンC点滴、AGA/ED治療 ( 内服処方のみ )
も当院では可能です。どうぞよろしくお願いいたします。

診療のご案内
診　療　時　間

午前　9:00～ 13:30
午後 15:30 ～ 19:00

月　火　水　木　金　土
○　○　　　○　○　※　 
○　○　　　○　○　※　 

日曜
祝日

休診日：水曜日、祝日（土日を除く）、火・金の午後

休診日：水曜日、日曜日、祝日

院長　吉田　尚平

※土曜日 10：00 ～ 18：00

近隣の医療機関のご紹介
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外科

川田 康誠医師

循環器内科

河野 通暁医師

麻酔科

鶴城 雪子医師
つるじょう ゆ き こ

か わ た こうせい

こ う の みちあき

令和3年4月より、外科で勤務しております川田康誠と申します。消化器
外科を中心に、一般外科の診療を行っています。
福岡県内での勤務は初めてであり、地域の特徴などわからないことも

多々あるかと思いますが、早く地域に慣れて、皆様の健康のお役に立てるよ
うに診療していく所存です。どうぞ宜しくお願いいたします。

《専門医》
日本外科学会外科専門医

《自己紹介》

内科

斉藤 憲人医師
さいとう のりひと

令和3年5月より、一般内科医として勤務することになりました。
埼玉医科大学救急科で従事後に12年間、宮古島で離島医療に携わっ

てきました。宮古島では、島内での医療完結を目指せるように幅広い分野
で患者様をみる努力してきました。今年4月、子供の進学のため家族6人で
新天地の福岡に暮らすことになりました。都会の生活に不安を感じつつ楽
しんでいきたいと思います。
患者様に寄り添っていけるように診療に従事していきたいと思います。

どうぞ、宜しくお願いします。

《自己紹介》

令和3年4月より、循環器内科で勤務することとなりました。
これまで循環器内科を始め内科診療に従事してまいりましたが、まだま

だ学ぶことが多く精進して参りたいと思います。
不慣れな点も多々ありご迷惑をおかけすることもあると思いますが、どう

ぞよろしくお願いします。

《専門医》
日本循環器学会循環器専門医

《自己紹介》

4月より麻酔科の常勤として勤務することになりました。
初めて手術を受ける患者さんでも安心して手術に臨めるよう安全で丁寧

な麻酔を心がけています。
一人一人の全身状態に応じて最適な麻酔方法を選択し、術後の痛みが

できるだけ和らぐよう努めていきます。
よろしくお願いします。

《自己紹介》

※専門医資格は、医療広告ガイドラインに基づき広告可能な資格のみを掲載
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おかげさまで移転3周年
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理事長外来
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(消化器・肛門・乳腺)

整形外科

泌尿器科

形成外科

眼科

内科

消化器内科

糖尿病外来

循環器内科

総合診療部

健診科

脳神経外科
（９時３０分から

診察開始）

月 火 水 木 金 土 備考

鈴木　聡 伊藤　理 石橋　秀昭

金曜日の診察開始
14：30から

野原　聡平 野原　聡平 野原　聡平 鈴木　聡 伊藤　理
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西村 中
(九大)

鈴木　聡
(もの忘れ外来） 石橋　秀昭

（1４時３０分から）

担当医

午前 中村　吉孝 中村　吉孝 中村　吉孝

山本　純也 川田　康誠 佐々木貴英 槇　研二 二又　泰彦 山本　純也

川田　康誠 山本　純也 二又　泰彦 山本　純也 川田　康誠 二又　泰彦

午後 山本　純也 川田　康誠 佐々木貴英 槇　研二 二又　泰彦

午前 神﨑　直人 石黒　健也 緒方　淳也 石黒　健也 神﨑　直人 緒方　淳也

午後 密川　守
（新患のみ）

密川　守
（新患のみ）

密川　守
（新患のみ）

田浦　智之

せぼね外来
（予約優先）

午前

午後 密川　守 密川　守 密川　守

午前 野瀬　清孝 野瀬　清孝 野瀬　清孝 野瀬　清孝 午後の受付時間
新患16:00

再診16:30まで午後 九大担当医 九大担当医

午前 山野辺裕二 山野辺裕二 山野辺裕二 山野辺裕二 山野辺裕二
木曜の新患受付は

16:00まで
午後 山野辺裕二

（１６時から）
山野辺裕二

（１６時から）
山野辺裕二

（１６時から）

小柳　俊彰
（10時から） 山野辺裕二

（１６時から）

午前
午後の受付時間

16:00まで
午後

九大担当医 九大担当医

午前

藤光　和宏 大嶋　葉子 斉藤　憲人 徳山　隆 藤光　和宏 大嶋　葉子

大嶋　葉子 眞﨑　由子 眞﨑　由子 藤光　和宏 石川　司朗 川本真由美

斉藤　憲人 担当医

午後 白石　弘樹 斉藤　憲人 富田　洋介 斉藤　憲人 藤光　和宏 藤澤 伸光

午前 富田　洋介 富田　洋介 森戸　清人 川本真由美 川本真由美 森戸　清人

午前 木村美嘉子 木村美嘉子 木村美嘉子 牧野　英一
（第2・第4）

九大担当医

午後 木村美嘉子

午前
大塚　頼隆 小山　卓 大塚　頼隆 小山　卓

（第2・第4）
小山　卓

（第1・第3・第5）
河野　通暁

河野　通暁
（第1・第3・第5）

河野　通暁
（第2・第4）

午前 馬場　健吉 中村　吉孝 馬場　健吉 中村　吉孝

午後 馬場　健吉

午前 鈴宮　寛子 鈴宮　寛子 担当医 鈴宮　寛子 鈴宮　寛子 担当医

午前

密川　守
（第1～第4）
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