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矢野 雅也
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中野 修治
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江頭 省吾
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岡島 幹篤
内科／神経内科

小田 晋也
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井手 均
糖尿病内科
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江頭  啓介
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　新しい年度を迎えて皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の春は、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的流行に対して、WHOからパンデミック宣言が出て、不安な花曇
りの春になってしまいました。人類の歴史はいろいろな疫病との闘いでもあります。
例えば14世紀のヨーロッパでは、人口の１/３がペストで亡くなりました。1918年のス
ペイン風邪では全世界で5000万人以上が亡くなったといわれています。新型コロナ
はインフルエンザより死亡率は低いようですが、高齢者や持病のある方が重症化し
やすい特徴があるようです。しかし、今のところワクチンや治療薬がないので困って
います。半年くらいすれば、この問題は少しは解決されるかもしれませんが、それま
ではまずは予防を徹底するほかありません。生活・経済には大打撃ですが、休校やイ
ベント自粛、渡航制限などに国民が粛 と々協力している姿に日本人の素晴らしさを感
じています。少しでも早く、安心できる時節の到来を待ちたいと思います。さくら病院
は3月に、健康経営優良法人と認定されました。これは医療の社会的役割の遂行と、
病院勤務者の心身の健康の推進を両立する取り組みを実践している法人に与えら
れるものです。現在のような環境でこそ、皆様の生活を医療から支えることができる
よう職員一同しっかり努めてまいります。今年度もよろしくお願いいたします。 

2020年4月(令和2年)

地域医療連携室です。
どうぞお気軽にご相談ください。

　地域医療連携室（医療介護相談室）では、患者様・ご
家族からの様々なご相談を承っています。
　例えば、当院への入院のご相談・退院後の生活に
対する不安・介護サービス等社会資源のご紹介・経済的な
問題についてなど、一緒に考えさせていただいています。
　また、患者様へ適切な医療が提供できるよう、地域の
診療所や病院・施設・在宅サービス事業所等との連携に
努めています。
　どうぞお気軽にお声かけください。

地域医療連携室

TEL
FAX

092-864-1245
092-864-1213

担当者

受　付

室　長　吉瀬
副室長　松山
看護師　井上
医療ソーシャルワーカー
　　　　橋迫・足立
事　務　谷山

こんにちは!

平　日：9：00～17：00
土曜日：9：00～12：30

駐車場案内

■地下鉄七隈線／福大前下車1番出口より徒歩10分

■都市高速／堤ランプより車で3分

■車／天神より約30分（本館地下駐車場、本館東側に第2駐車場があります。）

■バス／西鉄バス〈さくら病院前バス停下車〉の場合

　　　　■天神方面より：協和ビル前のりば片江（営）行‥‥‥‥‥‥13番

　　　　■西鉄大橋駅より：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥外環700番

西鉄バス〈西片江一丁目バス停下車〉の場合

　　　　■天神方面より：警固神社・三越前のりば片江（営）行‥‥114番

　　　　　　　　　　　　協和ビル前のりば片江（営）行‥‥‥12・140番

　　　　■西新・飯倉方面（脇山口）より：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95番

　　　　■博多駅方面より：博多駅前のりば片江（営）行‥‥‥‥‥‥16番

　　　　　　　　　　　　　博多バスターミナル片江（営）行‥12・114番

　　　　■桧原・片江方面より：‥‥‥6・12・16・95・114・140番



感染広報だより

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19)が、世界各地で確認されており、日本でも感染が広がってい
ます。

　WHOのQ＆Aによれば、現時点での潜伏期間は1～12.5日とされており、他のコロナウイルスの情報
などから、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されています。

【潜伏期間】

★現在市場ではマスクが不足している状況です。最大限の咳エチケットを心がけましょう。
一般の医療機関で、新型コロナウイルスの感染を疑う患者を受け入れる体制は取られていません。
「帰国者・接触者相談センター（保健所）」へご相談ください。
【保健所窓口：城南保健所　092-831-4261　夜間・休日:092-711-4126（新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル）】

さくら病院では、「面会の制限」「標準予防策（手洗い・うがい）の徹底」を行い、感染予防に努めています。
※詳細は、内閣官房であげられている「新型コロナウイルス感染症対策　国民の皆さまへのメッセージ」をご覧くだ
さい。

現時点（4月1日）で、飛沫感染・接触感染の2つが考えられています。

手洗い・うがい・咳エチケットを徹底しましょう！

さくらフィットネス
　昨年より、さくら病院は「健康経営宣言」を基に様々な事に取り組ん

でおり、その一つとして17：00～18：00の1時間リハビリ室を開放し、

さくらフィットネスとして業務後に運動が出来るようにしています。健

康管理には食事、睡眠、運動の3つの要素が重要ですが、全ての要素

を満たすのは難しく、中でも運動は時間や場所が確保しにくく一番不

足しやすいです。リハビリ室にはスポーツジムに設置してあるエルゴ

メーターやトレッドミルがあり、新病院に移転してからは下半身、上半

身のトレーニングマシーンも導入しています。運動スペースも広く、集

団で体操も可能ですし、各々異なる運動も可能です。スポーツジムでは

費用、時間がかかりますが、さくらフィットネスは無料で気軽に運動が

出来ると好評です。このような取り組みが職員の健康管理の一環に

なればと思います。 

皆さんも、在宅療養にチャレンジしてみませんか?!

　当院で3年間の入院生活を送られ2018年11月に退院された

Mさん。入院中は、ほぼ寝たきりの状態で、毎日、奥様が面会さ

れていました。現在では、様々な社会資源を活用し在宅で療養

されています。そこで、今回、Mさんの1週間のスケジュールと共

にMさんの訪問リハビリでの頑張られている様子をご紹介いた

します。

新型コロナウイルスについて咳やくしゃみを手でおさえる 何もせずに咳やくしゃみをする
せき

①マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

②ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

③袖で口・鼻を覆う

せき

咳やくしゃみを手でおさえると、その手にウイルス
が付着します。ドアノブなどを介して他の人に病気
をうつす可能性があります。

咳やくしゃみをするとき、しぶきが2mほど飛びま
す。しぶきには病原体が含まれている可能性があ
り、他の人に病気をうつす可能性があります。

こまめに手を洗うことでも病原体が拡がらないようにすることができます。

３つの咳エチケット　電車や職場、学校など人が集まるところでやろう
せき

せき

せきせき

他人への感染を防ぐため、咳エチケットを行いましょう。

おおそで

おお

おお

おお

鼻から顎までを覆い、隙間がないように
つけましょう。

マスクやティッシュ・ハンカチが使えない時
は、袖や上着の内側で口・鼻を覆いましょう。

ティッシュ：使ったらすぐにゴミ箱に捨てましょう。
ハンカチ：使ったらなるべく早く洗いましょう。

とっさの時マスクがない時

おおそで

咳エチケット違反してませんか？
せき

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会
咳エチケット解説

バーコード読み取り機能付き携帯電話もしくは
スマートフォンでご利用になれます。厚生労働省 咳エチケット

せき

画像：厚生労働省

❀感染経路❀

【症状・重症化】

Mさんの1週間のスケジュール

　「風邪症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合」「倦怠感や息苦しさがある場合」帰国者・接触
者相談センターへ連絡するよう推奨されています。なお、80代以上の高齢者や基礎疾患のある方は2
日続く場合の相談を提示されています。

在宅療養の実際

月 火 水 木 金 土 日

○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ → → → → → →

訪問診療(2回/月)

訪問看護（朝・夕）

訪問リハビリ

デイサービス(入浴・食事)

ヘルパー

福祉用具

※ご本人の了承を得て写真を掲載しております
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３内科病棟 部署
紹介

いきいき公開セミナー

テーマ：「知って得する臨床検査の話」
1月
22日（水）

　今回は、病院で受ける臨床検査の中で採血による検体検査についてお話しさせて頂きました。 
　病院に来て採血をされることが当たり前になっていませんか？ 
　では、その採血で何が分かるのでしょう。 
　このセミナーでは、採血に使用する容器の紹介、その容器は目的によって選択されていること、そのため
採血管の本数が数本になることを紹介した後で、こ
の検査で分かる内容の説明と基準値についてご紹
介しました。 
　体全体を回っている血液で、体のどこに異常があ
るのか、客観的に示された数値で判断されますの
で、その項目の意味や特性を理解することが重要に
なります。 
　検査のことで分からない事がありましたら、お気
軽に検査科スタッフにお尋ねください。 

　3内科病棟は、障害者施設等一般病棟です。主に
神経難病・意識障害・重度の障害のある患者様が
対象の病棟です。 
　長期入院の患者様が多く、日常生活に何らかの
介助を要する方ばかりです。そのため、リハビリス
タッフをはじめ、他職種と連携し、患者・家族が安
心・安楽な入院生活を送れるように、様々な取り組
みを行っています。 
　その取り組みをいくつか紹介したいと思います。 
　人工呼吸器装着の患者様や神経難病の患者様
は、自分で痰喀出ができないため、カフアシストと

いう装置を用いて人工的に咳を起こし痰の喀出を促すことで肺炎の予防を行っています。自力で身体を
動かすことができない患者様は、血栓などの合併症を生じやすくなるため、肺塞栓予防を目的とした下肢
のマッサージを行います。 
　痙縮により褥瘡形成や、服を着替える際に骨折、皮膚剥離などの危険性がある患者様に対してボトック
ス療法を取り入れています。 
　又、患者様やご家族が快適に入院生活を送れるようにチームでカンファレンスを行い継続したケアが
提供できるように努めています。人工呼吸器を装着した患者様でも、安心して在宅での療養ができるよう
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する
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性の向上に努め、看護・介護の質を高める

４、保健・医療・福祉との連携を図り、地域包括ケ
アを推進する　　　
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福岡市救急病院協会　海外医療施設視察研修を終えて
　２月８日から４泊６日の日程でオーストラリアのブリス
ベン研修に参加しました。 
　今回の研修は、副院長の江頭省吾先生を団長に、さく
ら病院から看護師２名、そのほかの病院から看護師４名
が参加し７名での研修になりました。 
　クイーンズランド州はオーストラリアで２番目に大きな
州で、オーストラリアの面積の1/4を占めています。視察
先のRETRIEVAL SERVICES QUEENSLANDは24時
間体制で患者搬送のための人員配置や搬送手順などを

１内科 黒石智恵美・さくらユニット 桁山京子 

医療サービスの基本方針
　医療法人社団　江頭会　さくら病院は、「人を大切にすること」を基本理念として、良質の医療・介護サービスの提供と働きやすい職場
づくりを行ってまいります。
　そのために職員の人間性、知識、技術を向上させます。また、職員それぞれの能力を基盤とした組織づくりを継続的に行います。そのため
に以下の４点を推進いたします。
１．患者、患者家族、地域住民の方々などの期待に応え、またその期待を越えるような医療・介護サービスを提供し、これを常に改善していきます。

２．他の医療機関・介護施設との連携を行い、さくら病院の持つ医療・介護機能を地域の為に役立て、切れ目のない医療・介護サービスを実現します。

３．地域包括ケアシステムの中核となる、地域に根ざした内科主体の総合診療能力を持った病院として、地域住民のための疾病治療・疾病予防・健康

増進活動を推進します。

４．法令・規制要求事項などを的確に把握し、遵守すると共に、医療安全と感染対策を推進し医療の質の向上に努めます。

２０１８年３月２８日 　医療法人社団江頭会　さくら病院 理事長　　江頭　啓介
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指揮するといった役
目を担い、クイーンズ
ランド州でのヘリや
ジェットを統括して
います。128か所の
遠隔地と都市部をつ
なぐハブ機能ももちあわせていました。遠隔地の重篤な
患者や、専門医の意見を必要とする場合などはビデオ
通話で対応され、クイーンズランド州内の医療格差をな
くす、不要な患者移動をなくすといった取り組みをされ
ていました。そこには災害発生時に警察・消防・空軍・陸
軍などが集結する施設もありました。 
　次の視察先のTOOWOOMBA HOSPITAL EMER-
GENCY DEPARTMENTでは周囲22か所の医療施設
のベッドがTOOWOOMBA HOSPITAL１か所で把握で
きているシステムや、実際のER内を見学することがで
きました。この研修では視察（施設見学）や視察時のス
タッフとの交流など貴重な感動体験をさせていただき
ました。 
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３内科病棟 部署
紹介

いきいき公開セミナー

テーマ：「知って得する臨床検査の話」
1月
22日（水）

　今回は、病院で受ける臨床検査の中で採血による検体検査についてお話しさせて頂きました。 
　病院に来て採血をされることが当たり前になっていませんか？ 
　では、その採血で何が分かるのでしょう。 
　このセミナーでは、採血に使用する容器の紹介、その容器は目的によって選択されていること、そのため
採血管の本数が数本になることを紹介した後で、こ
の検査で分かる内容の説明と基準値についてご紹
介しました。 
　体全体を回っている血液で、体のどこに異常があ
るのか、客観的に示された数値で判断されますの
で、その項目の意味や特性を理解することが重要に
なります。 
　検査のことで分からない事がありましたら、お気
軽に検査科スタッフにお尋ねください。 

　3内科病棟は、障害者施設等一般病棟です。主に
神経難病・意識障害・重度の障害のある患者様が
対象の病棟です。 
　長期入院の患者様が多く、日常生活に何らかの
介助を要する方ばかりです。そのため、リハビリス
タッフをはじめ、他職種と連携し、患者・家族が安
心・安楽な入院生活を送れるように、様々な取り組
みを行っています。 
　その取り組みをいくつか紹介したいと思います。 
　人工呼吸器装着の患者様や神経難病の患者様
は、自分で痰喀出ができないため、カフアシストと

いう装置を用いて人工的に咳を起こし痰の喀出を促すことで肺炎の予防を行っています。自力で身体を
動かすことができない患者様は、血栓などの合併症を生じやすくなるため、肺塞栓予防を目的とした下肢
のマッサージを行います。 
　痙縮により褥瘡形成や、服を着替える際に骨折、皮膚剥離などの危険性がある患者様に対してボトック
ス療法を取り入れています。 
　又、患者様やご家族が快適に入院生活を送れるようにチームでカンファレンスを行い継続したケアが
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に、院内の多職種だけではなく他の施設と連携を図りながら退院指導・調整を行っています。 
　これからも、他職種が連携して患者様を支え、身体的症状の改善や快適な療養に繋がる看護提供がで
きるように目指していきます。 

　今後も迅速な診察・処置等行えるように励んでいき

ます。 

リスクマネジメント委員会

　2019年11月15日（金）18時30分から第9回さくら

交流会を開催しました。今回は、緩和ケアにおける疼

痛コントロ－ルをテーマに、薬剤師の末宗係長と緩和

ケア認定看護師の高村主任が講演させていただきま

した。薬剤師からは効果的な鎮痛剤の使用や副作用

対策について、看護師からは患者様が抱く痛みの意味

を踏まえた包括的評価についてお話しさせていただき

ました。近隣の医療機関や介護施設からご参加を頂

き、ざっくばらんな意見交換も行うことができました。

これからも地域包括ケアの推進のためこのような交

流を続けていきたいと思います。

交流会
さくら

開催日時 2019年11月15日（金）18:30～

場　　所 本館3階 職員食堂

第9回

 全員集合 ハリーコール！！！ 
　当院では患者様急変時の対応が速やかに行えるよ

うに、ハリーコール訓練を行っています。今年度は造影

剤を使用してＣＴ撮影をした際に、アナフィラキシー

ショック状態になった患者様がいるという内容で訓練

を行いました。 

　ＣＴ造影終了後、外来看護師と放射線技師が患者様

の異変に気づき、受付にハリーコール依頼、AEDを

持ってきて訓練開始です。院内アナウンス「ハリーコー

ル、ハリーコール、ＣＴ室までお願いします」の合図で

外来診察中以外の医師、現場近くの看護師が駆けつけ

ます。河野副院長（医療安全管理室　医長）の指揮の

下、酸素マスクを装着し酸素投与、気道を確保し胸骨

圧迫を開始。心電図モニターの装着、ＡＥＤによる電気

ショック、医師によるアドレナリン投与、気管内挿管な

ど緊迫した雰囲気の中で患者様の命を助ける為に医

師、看護師が一丸となり取り組みました。 

地域医療連携室　吉瀬

感染広報だより

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19)が、世界各地で確認されており、日本でも感染が広がってい
ます。

　WHOのQ＆Aによれば、現時点での潜伏期間は1～12.5日とされており、他のコロナウイルスの情報
などから、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されています。

【潜伏期間】

★現在市場ではマスクが不足している状況です。最大限の咳エチケットを心がけましょう。
一般の医療機関で、新型コロナウイルスの感染を疑う患者を受け入れる体制は取られていません。
「帰国者・接触者相談センター（保健所）」へご相談ください。
【保健所窓口：城南保健所　092-831-4261　夜間・休日:092-711-4126（新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル）】

さくら病院では、「面会の制限」「標準予防策（手洗い・うがい）の徹底」を行い、感染予防に努めています。
※詳細は、内閣官房であげられている「新型コロナウイルス感染症対策　国民の皆さまへのメッセージ」をご覧くだ
さい。

現時点（4月1日）で、飛沫感染・接触感染の2つが考えられています。

手洗い・うがい・咳エチケットを徹底しましょう！

さくらフィットネス
　昨年より、さくら病院は「健康経営宣言」を基に様々な事に取り組ん

でおり、その一つとして17：00～18：00の1時間リハビリ室を開放し、

さくらフィットネスとして業務後に運動が出来るようにしています。健

康管理には食事、睡眠、運動の3つの要素が重要ですが、全ての要素

を満たすのは難しく、中でも運動は時間や場所が確保しにくく一番不

足しやすいです。リハビリ室にはスポーツジムに設置してあるエルゴ

メーターやトレッドミルがあり、新病院に移転してからは下半身、上半

身のトレーニングマシーンも導入しています。運動スペースも広く、集

団で体操も可能ですし、各々異なる運動も可能です。スポーツジムでは

費用、時間がかかりますが、さくらフィットネスは無料で気軽に運動が

出来ると好評です。このような取り組みが職員の健康管理の一環に

なればと思います。 

皆さんも、在宅療養にチャレンジしてみませんか?!

　当院で3年間の入院生活を送られ2018年11月に退院された

Mさん。入院中は、ほぼ寝たきりの状態で、毎日、奥様が面会さ

れていました。現在では、様々な社会資源を活用し在宅で療養

されています。そこで、今回、Mさんの1週間のスケジュールと共

にMさんの訪問リハビリでの頑張られている様子をご紹介いた

します。

新型コロナウイルスについて咳やくしゃみを手でおさえる 何もせずに咳やくしゃみをする
せき

①マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

②ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

③袖で口・鼻を覆う

せき

咳やくしゃみを手でおさえると、その手にウイルス
が付着します。ドアノブなどを介して他の人に病気
をうつす可能性があります。

咳やくしゃみをするとき、しぶきが2mほど飛びま
す。しぶきには病原体が含まれている可能性があ
り、他の人に病気をうつす可能性があります。

こまめに手を洗うことでも病原体が拡がらないようにすることができます。

３つの咳エチケット　電車や職場、学校など人が集まるところでやろう
せき

せき

せきせき

他人への感染を防ぐため、咳エチケットを行いましょう。

おおそで

おお

おお

おお

鼻から顎までを覆い、隙間がないように
つけましょう。

マスクやティッシュ・ハンカチが使えない時
は、袖や上着の内側で口・鼻を覆いましょう。

ティッシュ：使ったらすぐにゴミ箱に捨てましょう。
ハンカチ：使ったらなるべく早く洗いましょう。

とっさの時マスクがない時

おおそで

咳エチケット違反してませんか？
せき
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バーコード読み取り機能付き携帯電話もしくは
スマートフォンでご利用になれます。厚生労働省 咳エチケット

せき

画像：厚生労働省

❀感染経路❀

【症状・重症化】

Mさんの1週間のスケジュール

　「風邪症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合」「倦怠感や息苦しさがある場合」帰国者・接触
者相談センターへ連絡するよう推奨されています。なお、80代以上の高齢者や基礎疾患のある方は2
日続く場合の相談を提示されています。

在宅療養の実際
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訪問診療(2回/月)

訪問看護（朝・夕）

訪問リハビリ

デイサービス(入浴・食事)

ヘルパー

福祉用具

※ご本人の了承を得て写真を掲載しております
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を行いました。 

　ＣＴ造影終了後、外来看護師と放射線技師が患者様

の異変に気づき、受付にハリーコール依頼、AEDを
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村上 祐一
内科／消化器内科

矢野 雅也
循環器内科

井手 均
内科／糖尿病内科

中野 修治
腫瘍血液内科

江頭 省吾
内科／循環器内科

岡島 幹篤
内科／神経内科

小田 晋也
内科／循環器内科

江頭 啓介
総合内科

江頭 芳樹
総合内科

岩﨑 敬雄
リハビリテーション科

江頭 啓介
総合内科

江頭 啓介
総合内科

江頭 省吾
内科／循環器内科

王寺 恒治
内科／消化器内科

秋満 俊介
内科／循環器内科

江頭 啓介
総合内科

王寺 恒治
内科／消化器内科

吉田 芽
健診／ドック

村上 修二
内科／心療内科

天野 角哉
内科／消化器内科
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内科／糖尿病内科
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糖尿病内科

楠原 浩之
内科／消化器内科
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健診／ドック

平野 涼介
呼吸器内科

吉田 芽
健診／ドック

吉田 芽
健診／ドック

天野 角哉
内科／消化器内科

江頭 芳樹
総合内科

王寺 恒治
内科／消化器内科

村上 祐一
内科／消化器内科

堀端 智子
内科／消化器内科

岡島 幹篤
内科／神経内科

山尾 有加
糖尿病内科

米良 英和
神経内科

江頭 啓介
総合内科

小田 晋也
内科／循環器内科

秋満 俊介
内科／循環器内科

河野 博之
内科／循環器内科

吉田 芽
内科／循環器内科

江頭 省吾
内科／循環器内科

秋満 俊介
内科／循環器内科

田邉 桃香
内科

村上 修二
内科／心療内科

中野 修治
健診／ドック

中園 智美
心療内科

河野 智愛
内科／糖尿病内科

吉田 芽
健診／ドック

磯部 泰司
腫瘍血液内科

楠原 浩之
内科／緩和ケア内科

院長

江頭  啓介
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　新しい年度を迎えて皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の春は、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的流行に対して、WHOからパンデミック宣言が出て、不安な花曇
りの春になってしまいました。人類の歴史はいろいろな疫病との闘いでもあります。
例えば14世紀のヨーロッパでは、人口の１/３がペストで亡くなりました。1918年のス
ペイン風邪では全世界で5000万人以上が亡くなったといわれています。新型コロナ
はインフルエンザより死亡率は低いようですが、高齢者や持病のある方が重症化し
やすい特徴があるようです。しかし、今のところワクチンや治療薬がないので困って
います。半年くらいすれば、この問題は少しは解決されるかもしれませんが、それま
ではまずは予防を徹底するほかありません。生活・経済には大打撃ですが、休校やイ
ベント自粛、渡航制限などに国民が粛 と々協力している姿に日本人の素晴らしさを感
じています。少しでも早く、安心できる時節の到来を待ちたいと思います。さくら病院
は3月に、健康経営優良法人と認定されました。これは医療の社会的役割の遂行と、
病院勤務者の心身の健康の推進を両立する取り組みを実践している法人に与えら
れるものです。現在のような環境でこそ、皆様の生活を医療から支えることができる
よう職員一同しっかり努めてまいります。今年度もよろしくお願いいたします。 

2020年4月(令和2年)

地域医療連携室です。
どうぞお気軽にご相談ください。

　地域医療連携室（医療介護相談室）では、患者様・ご
家族からの様々なご相談を承っています。
　例えば、当院への入院のご相談・退院後の生活に
対する不安・介護サービス等社会資源のご紹介・経済的な
問題についてなど、一緒に考えさせていただいています。
　また、患者様へ適切な医療が提供できるよう、地域の
診療所や病院・施設・在宅サービス事業所等との連携に
努めています。
　どうぞお気軽にお声かけください。

地域医療連携室

TEL
FAX

092-864-1245
092-864-1213

担当者

受　付

室　長　吉瀬
副室長　松山
看護師　井上
医療ソーシャルワーカー
　　　　橋迫・足立
事　務　谷山

こんにちは!

平　日：9：00～17：00
土曜日：9：00～12：30

駐車場案内

■地下鉄七隈線／福大前下車1番出口より徒歩10分

■都市高速／堤ランプより車で3分

■車／天神より約30分（本館地下駐車場、本館東側に第2駐車場があります。）

■バス／西鉄バス〈さくら病院前バス停下車〉の場合

　　　　■天神方面より：協和ビル前のりば片江（営）行‥‥‥‥‥‥13番

　　　　■西鉄大橋駅より：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥外環700番

西鉄バス〈西片江一丁目バス停下車〉の場合

　　　　■天神方面より：警固神社・三越前のりば片江（営）行‥‥114番

　　　　　　　　　　　　協和ビル前のりば片江（営）行‥‥‥12・140番

　　　　■西新・飯倉方面（脇山口）より：‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95番

　　　　■博多駅方面より：博多駅前のりば片江（営）行‥‥‥‥‥‥16番

　　　　　　　　　　　　　博多バスターミナル片江（営）行‥12・114番

　　　　■桧原・片江方面より：‥‥‥6・12・16・95・114・140番


