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今号の表紙は優秀賞の吉良さんの写真です。
「この写真は、自然に囲まれたゴルフ場で、木々の間からの光芒が緑色の芝にハイライトを作り、青い
空と積雲や逆光による光線が美しかったので撮りました。」
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　テーマは「かがやき」
　趣味で写真をしている人、何気ない家族との日常を携帯カメラで

収めたもの、外出先で心動かさ
れた情景など、多くの作品が集
まりました。本誌にて優秀賞１
作品、入賞２作品のみを紹介い
たしますが、様々な素敵な写真
を応募いただきました。
　今回の応募は法人職員のみ
と限定した開催としましたが、
今後はこの広報誌「かがやき」
を手にとってくださっている地
域の皆様にもご参加いただけ
るように開催できたらと思いま
す。
　その際には、ぜひ多くの方の
ご応募をお待ちしております！

表紙写真コンテストを開催いたしました

入　賞
馬場 健吉さん

入　賞
辻生 優子さん



32

　新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。法人を代表して、皆さんを歓迎いたします。
皆さん方の多くは、色々な学校を卒業して、初めて社会に出られるのではないでしょうか。
不安なこともあるでしょう。分からないことだらけかもしれません。
　しかし、それは皆さんの先輩達も一人残らず経験した道です。恐れることなく前向きに仕事
に取り組んでください。そして、私達法人の在籍職員は、皆さんがのびのびと育っていけるよう、
しっかりと見守り、サポートしていきたいと思っています。
　充実している病院であればあるほど、充実した教育プログラムが備わっていると思います。
輝栄会病院は、今はまだ完全に出来上がっているとは言えないかもしれませんが、もっと良
い病院、もっと働きやすい病院を目指して、あなた方とともに取り組んでいきたいと思ってい
ます。
　一緒に高みを目指して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。

令和４年度　入社式を執り行いました

　令和４年４月１日に、当院の講堂にて入社式を行いました。今年度は、医局・看護部・医療技
術部・医事部・事務部・関連施設等、計６６名が入職しました。入社式では、辞令交付、中村理事
長の挨拶に次いで、新入職員を代表して看護部の細川悠斗さんが力強い決意表明を述べられ
ました。これから一緒にがんばっていきましょう！

新入職オリエンテーション

中村理事長挨拶

　入社式終了後から早速オリエンテーションがスタートです。まずは全部署合同で中村理事長
より理念についての説明があり、その後、部署に分かれて、感染予防やチーム医療等を学びます。

決意表明　新入職員代表

　私たちが学生の頃から蔓延し始めた新型コロナウイルスは、未だ日本のみならず、世界中で
猛威を振るっています。そのような状況の中、私たちは新たに医療職に加わるものとして、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、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。
　新人ということもあり、しばらくの間は不十分で至らない点も多いかと思います。皆様にご迷
惑をお掛けする事もあるかと思いますが、一日でも早く仕事を覚え、地域医療で活躍できるよ
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　細川　悠斗

新品のユニホームを受け取ったら、
午後は早速ユニホームでオリエン
テーションを受けます！

洗い残しをチェック！絆創膏のところが！！

中村理事長より病院理念を学びます 緊張感漂う感染対策の研修です

各部署ごとに分かれて説明を聞きます
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看護部のユニフォームが変わりました！！

院長代行
整形外科

河村 誠一 医師
かわむら　せいいち

①出身地　②専門医資格　③趣味　④座右の銘　⑤ひとこと

後藤 克宏 医師
ごとう　　かつひろ

① 大分県

③ 野球観戦　他多数

④ 「努力は実る」

⑤ はじめまして。この度、脳神経・脊髄疾患治療部に赴任しまし

た後藤克宏と申します。常に患者さんの視点に立ち、最善の治

療を行えるように全力で取り組んで参ります。どうぞ、よろしく

お願いします。

佐藤 裕一郎 医師
さとう　　ゆういちろう

① 大分県

② 日本循環器学会専門医

③ 筋トレ

⑤ 令和４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。よろ

しくお願いします。

※②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しております。

脳神経外科

循環器内科

　令和4年4月1日より看護部の日勤・夜勤のユニフォー
ムが変わりました。
　日勤と夜勤を色分けすることにより、勤務シフトを見
える化し、業務時間の徹底を図っております。他職種か
らも勤務シフトが分かるので、業務の伝達や確認など
声をかけやすくなりました。もちろん、着心地や動きや
すさも考えられたデザインを採用しています。

　福岡輝栄会病院のLINE公式アカウントでは、外来診療日程表の変更や
休診・代診のお知らせ、インフルエンザワクチンの接種やイベント開催の
お知らせなどお送りしております。
　今後も様々な情報を発信してまいりますので、ぜひ、お友達登録をお願
いいたします。

LINE公式アカウントのご紹介

新 入 職 医 師 紹 介新 入 職 医 師 紹 介 日勤の
ユニフォーム
です

夜勤の
ユニフォーム
です

① 長崎県

② 日本整形外科学会専門医

 日本リウマチ学会専門医

 日本リハビリテーション医学会専門医

③ サッカー日本代表（男子・女子）の応援

 スポーツ観戦

④ ever on ward, try try again!

⑤ 骨・関節の相談は何でもどうぞ！　

 精一杯の対応を心掛けています。
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家庭でできる食中毒予防６つのポイント
◇消費期限などを確認する
◇肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は
　最後に買う
◇肉や魚などは汁が他の食品に付かない
　ように分けて
　ビニール袋に入れる
◇寄り道をしないで、
　すぐに帰る

◇調理の前に石けんで丁寧に手を洗う
◇野菜などの食材を流水できれいに洗う（カット野菜もよく洗う）
◇生肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べるものや調理の
　済んだものにかからないようにする
◇生肉や魚、卵を触ったら手を洗う
◇包丁やまな板は肉用、魚用、野菜用と別々に
　そろえて使い分けると安全
◇冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用し、
　自然解凍は避ける
◇冷凍食品は使う分だけ解凍し、冷凍や解凍を繰り返さない
◇使用後のふきんやタオルは熱湯で煮沸した後しっかり乾燥させる
◇使用後の調理器具は洗った後、熱湯をかけて殺菌する（特に生肉や
　魚を切ったまな板や包丁）。台所用漂白剤の使用も効果的

◇冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに
　冷蔵庫や冷凍庫に保管する
◇肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の
　食品に肉汁などがかからないようにする
◇肉、魚、卵などを取り扱うときは、
　取り扱う前と後に必ず手指を洗う
◇冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保つ
◇冷蔵庫や冷凍庫に詰めすぎない
　（詰めすぎると冷気の循環が悪くなる）

◇食べる前に石けんで手を洗う
◇清潔な食器を使う
◇作った料理は、
　長時間、室温に
　放置しない

◇残った食品を扱う前にも手を洗う
◇清潔な容器に保存する
◇温め直すときも十分に加熱
◇時間が経ちすぎたものは
　思い切って捨てる
◇ちょっとでもあやしいと思ったら食べずに捨てる

◇調理の前に手を洗う
◇肉や魚は十分に加熱。
　中心部を75℃で
　1分間以上の加熱が目安

嘔吐や下痢の症状は原因物質を排除しようとする体の防御反応です。
むやみに市販の下痢止めなどの薬を服用せず、早めに医師の診断を受けましょう。 

食中毒は6月～9月に多く、湿気を好み、
気温が高くなり始める梅雨時期は要注意！
厚生労働省では毎年8月を「食品衛生月間」に
定めています。

出典：暮らしに役立つ情報「食中毒予防の原則と6つのポイント」（政府広報オンライン）
https：//www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/index.html

夏場の食中毒対策
呼吸器科、血管外科、放射線診断科、外科

内科・循環器内科

院長　古垣　浩一

診療のご案内
診　療　時　間

午前 9:00～ 13:00
午後 14:30 ～ 18:30

月　火　水　木　金　土　日
　　○　○　★　○　○
　　○　○　　　○　○

休診日：日曜、月曜、祝日

　JR香椎駅から徒歩1分、西鉄香椎駅から徒歩3分のアクセス抜群「ふるがきCLINIC」では、咳や痰、
息切れなど呼吸器関連の主訴をメインに診療しています。また、訪問診療やオンライン診療にも積極
的に取り組んでいます。
　当クリニックでは、九大病院などの大きな病院にも採用されている最新のCTによる検査を行って
おり、撮影したCT画像は、すべて放射線科専門医にオンライン画像診断を依頼・実施しています。ま
た、必要があれば造影剤を用いた検査も行うことで、診断の精度をより上げる工夫をしています。
　風邪が治ったにも関わらず咳が止まらない、痰に血が混ざっている、また最近、息が上がりやすく
なったなど、普段と違うかな？と思った時は、早めの受診をお勧めします。そこには喘息や肺気腫、間
質性肺炎、肺がんなど別の病気が隠れている場合があります。
　呼吸器のトラブルには、貧血や心不全などが原因となっているケースもあるので、専門の医師のも
とでしっかりと検査、診断を受けてから治療を開始することが重要です。
 その他にも、午前中いつも眠い方、いびきがひどい方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。当院では睡眠時無呼吸症候
群の検査と治療にも積極的に取り組んでいます。
　また、高血圧や糖尿病、高脂血症、消化器疾患、甲状腺疾患など、一般内科疾患の診療では、日本超音波医学会認定技師によ
る専門的な超音波検査（エコー）を実施、より正確な画像診断に基づいた治療を行っております。
　何かお体で気になる事などあれば、お気軽に受診して頂ければ！と思っております。

診療のご案内
診　療　時　間

午前 9:00～ 13:00
午後 14:00 ～ 18:00

月　火　水　木　金　土　日
○　○　○　○　○　○
○　○　★　○　○

休診日：日曜、祝日

　このたび、福岡市東区松島小学校横 松島1丁目クリニックモール
内に「まつしま内科クリニック」を開院致しました。
　内科一般診療、循環器内科診療や生活習慣病の指導、訪問診療
などを行っています。また、毎週水曜日には糖尿病・内分泌内科の専
門外来と栄養士による栄養指導を行っています。
　在宅療養支援診療所院長、福西会病院循環器科部長として長年
培った経験を活かし、地域のかかりつけ医として皆様ひとりひとりの
穏やかな日常生活のお役に立つよう努めてまいります。今後ともよろ
しくお願いいたします。

〒813-0013
福岡市東区香椎駅前1丁目
12－2　ASSET香椎2F
TEL 092-405-0757

〒812-0062
福岡市東区松島1丁目
40－2
【松島1丁目クリニックモール】
TEL 092-624-1515

★：木曜のみ9：00～15：00

近隣の医療機関のご紹介

まつしま内科クリニック

ふるがきCLINIC
ポイント1 買い物 ポイント2 家庭での保存

ポイント3 下準備 ポイント4 調　理

ポイント5 食　事 ポイント6 残った食品

理事長・院長
太田　岳暁
（訪問診療担当）

副院長
児玉　直
（外来担当）

★：水曜午後のみ14：00～17：00
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家庭でできる食中毒予防６つのポイント
◇消費期限などを確認する
◇肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は
　最後に買う
◇肉や魚などは汁が他の食品に付かない
　ように分けて
　ビニール袋に入れる
◇寄り道をしないで、
　すぐに帰る

◇調理の前に石けんで丁寧に手を洗う
◇野菜などの食材を流水できれいに洗う（カット野菜もよく洗う）
◇生肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べるものや調理の
　済んだものにかからないようにする
◇生肉や魚、卵を触ったら手を洗う
◇包丁やまな板は肉用、魚用、野菜用と別々に
　そろえて使い分けると安全
◇冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用し、
　自然解凍は避ける
◇冷凍食品は使う分だけ解凍し、冷凍や解凍を繰り返さない
◇使用後のふきんやタオルは熱湯で煮沸した後しっかり乾燥させる
◇使用後の調理器具は洗った後、熱湯をかけて殺菌する（特に生肉や
　魚を切ったまな板や包丁）。台所用漂白剤の使用も効果的

◇冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに
　冷蔵庫や冷凍庫に保管する
◇肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の
　食品に肉汁などがかからないようにする
◇肉、魚、卵などを取り扱うときは、
　取り扱う前と後に必ず手指を洗う
◇冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保つ
◇冷蔵庫や冷凍庫に詰めすぎない
　（詰めすぎると冷気の循環が悪くなる）

◇食べる前に石けんで手を洗う
◇清潔な食器を使う
◇作った料理は、
　長時間、室温に
　放置しない

◇残った食品を扱う前にも手を洗う
◇清潔な容器に保存する
◇温め直すときも十分に加熱
◇時間が経ちすぎたものは
　思い切って捨てる
◇ちょっとでもあやしいと思ったら食べずに捨てる

◇調理の前に手を洗う
◇肉や魚は十分に加熱。
　中心部を75℃で
　1分間以上の加熱が目安

嘔吐や下痢の症状は原因物質を排除しようとする体の防御反応です。
むやみに市販の下痢止めなどの薬を服用せず、早めに医師の診断を受けましょう。 

食中毒は6月～9月に多く、湿気を好み、
気温が高くなり始める梅雨時期は要注意！
厚生労働省では毎年8月を「食品衛生月間」に
定めています。

出典：暮らしに役立つ情報「食中毒予防の原則と6つのポイント」（政府広報オンライン）
https：//www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/index.html

夏場の食中毒対策
呼吸器科、血管外科、放射線診断科、外科

内科・循環器内科

院長　古垣　浩一

診療のご案内
診　療　時　間

午前 9:00～ 13:00
午後 14:30 ～ 18:30

月　火　水　木　金　土　日
　　○　○　★　○　○
　　○　○　　　○　○

休診日：日曜、月曜、祝日

　JR香椎駅から徒歩1分、西鉄香椎駅から徒歩3分のアクセス抜群「ふるがきCLINIC」では、咳や痰、
息切れなど呼吸器関連の主訴をメインに診療しています。また、訪問診療やオンライン診療にも積極
的に取り組んでいます。
　当クリニックでは、九大病院などの大きな病院にも採用されている最新のCTによる検査を行って
おり、撮影したCT画像は、すべて放射線科専門医にオンライン画像診断を依頼・実施しています。ま
た、必要があれば造影剤を用いた検査も行うことで、診断の精度をより上げる工夫をしています。
　風邪が治ったにも関わらず咳が止まらない、痰に血が混ざっている、また最近、息が上がりやすく
なったなど、普段と違うかな？と思った時は、早めの受診をお勧めします。そこには喘息や肺気腫、間
質性肺炎、肺がんなど別の病気が隠れている場合があります。
　呼吸器のトラブルには、貧血や心不全などが原因となっているケースもあるので、専門の医師のも
とでしっかりと検査、診断を受けてから治療を開始することが重要です。
 その他にも、午前中いつも眠い方、いびきがひどい方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。当院では睡眠時無呼吸症候
群の検査と治療にも積極的に取り組んでいます。
　また、高血圧や糖尿病、高脂血症、消化器疾患、甲状腺疾患など、一般内科疾患の診療では、日本超音波医学会認定技師によ
る専門的な超音波検査（エコー）を実施、より正確な画像診断に基づいた治療を行っております。
　何かお体で気になる事などあれば、お気軽に受診して頂ければ！と思っております。

診療のご案内
診　療　時　間

午前 9:00～ 13:00
午後 14:00 ～ 18:00

月　火　水　木　金　土　日
○　○　○　○　○　○
○　○　★　○　○

休診日：日曜、祝日

　このたび、福岡市東区松島小学校横 松島1丁目クリニックモール
内に「まつしま内科クリニック」を開院致しました。
　内科一般診療、循環器内科診療や生活習慣病の指導、訪問診療
などを行っています。また、毎週水曜日には糖尿病・内分泌内科の専
門外来と栄養士による栄養指導を行っています。
　在宅療養支援診療所院長、福西会病院循環器科部長として長年
培った経験を活かし、地域のかかりつけ医として皆様ひとりひとりの
穏やかな日常生活のお役に立つよう努めてまいります。今後ともよろ
しくお願いいたします。

〒813-0013
福岡市東区香椎駅前1丁目
12－2　ASSET香椎2F
TEL 092-405-0757

〒812-0062
福岡市東区松島1丁目
40－2
【松島1丁目クリニックモール】
TEL 092-624-1515

★：木曜のみ9：00～15：00

近隣の医療機関のご紹介

まつしま内科クリニック

ふるがきCLINIC
ポイント1 買い物 ポイント2 家庭での保存

ポイント3 下準備 ポイント4 調　理

ポイント5 食　事 ポイント6 残った食品

理事長・院長
太田　岳暁
（訪問診療担当）

副院長
児玉　直
（外来担当）

★：水曜午後のみ14：00～17：00



鹿児島本線 千早駅下車 ………………  徒歩約5分
JRご利用の方

貝　塚　線 千早駅下車 ………………  徒歩約5分
西鉄電車・地下鉄ご利用の方

千早駅前バス停（1,2,3,4）下車 ………  徒歩約5分
三号線沿い：千早バス停（21,23,23-1,26,27）下車
　　　　　　　　　　　　　  ………  徒歩約3分
千早並木通り沿い：東消防署前バス停（4,4-3）下車
　　　　　　　　　　　　　  ………  徒歩約1分

西鉄バスご利用の方

ガーデンズ千早

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

ご自由にお持ち帰り下さい
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写真コンテスト
優 秀 賞

吉良 貴見さん
詳細は裏表紙を
ご覧ください。

写真コンテスト
優 秀 賞

吉良 貴見さん
詳細は裏表紙を
ご覧ください。

今号の表紙は優秀賞の吉良さんの写真です。
「この写真は、自然に囲まれたゴルフ場で、木々の間からの光芒が緑色の芝にハイライトを作り、青い
空と積雲や逆光による光線が美しかったので撮りました。」
　当院では、年間様々な院内イベントを開催しておりましたが、ここ3年ほど多くのイベントが中止と
なっております。また、業務中もマスク必須、アクリル越しで過ごすなか、感染対策のソーシャルディスタ
ンスとはいえ、人と人との心の距離も開いてしまっているようでした。そこで、職員の皆さんが参加して
楽しんでもらえる企画はないかと、写真コンテストを開催いたしました。

　テーマは「かがやき」
　趣味で写真をしている人、何気ない家族との日常を携帯カメラで

収めたもの、外出先で心動かさ
れた情景など、多くの作品が集
まりました。本誌にて優秀賞１
作品、入賞２作品のみを紹介い
たしますが、様々な素敵な写真
を応募いただきました。
　今回の応募は法人職員のみ
と限定した開催としましたが、
今後はこの広報誌「かがやき」
を手にとってくださっている地
域の皆様にもご参加いただけ
るように開催できたらと思いま
す。
　その際には、ぜひ多くの方の
ご応募をお待ちしております！

表紙写真コンテストを開催いたしました

入　賞
馬場 健吉さん

入　賞
辻生 優子さん


