
日本医療機能評価機構認定病院

診療科目

●内科 ●消化器内科 ●循環器内科 ●心療内科 ●緩和ケア内科

●糖尿病内科 ●呼吸器内科 ●神経内科 ●肝臓内科 ●老年内科

●血液内科 ●リハビリテーション科 ●放射線科 ●麻酔科

病床数／152床

●急性期病棟 43床 ●障害者施設等一般病棟 43床

●地域包括ケア病棟 42床 ●緩和ケア病棟 24床

●在宅医療 ●通所リハビリテーション ●訪問リハビリテーション

●医療福祉相談窓口 ●ケアプランセンター ●訪問看護ステーション

●ヘルパーステーション

診療時間

●午前9：00～午後12：00（月～金曜日）

　午後2：00～午後  5：00（月～金曜日）

●午前9：00～午後12：00（土曜日）

　（日、祭日は休診、但し急患はいつでも受け付けます）

設備概要

●本館　鉄筋コンクリート地上5階建（地下1階駐車場）

●別館　鉄筋コンクリート地上4階建

さくら病院概要

サービス付き高齢者向け住宅

ホスピコート長尾

福岡市城南区長尾1丁目
19-15
TEL 092-862-1111
FAX 092-862-1130

住宅型有料老人ホーム

アドバンスケア長尾

福岡市城南区長尾1丁目
19-24
TEL 092-801-8631
FAX 092-801-8633

社会福祉法人　桜花会

ライフケア大手門

福岡市中央区大手門2丁目
5-15
TEL 092-726-6333
FAX 092-726-6336

社会福祉法人 桜花会 介護老人福祉施設

ライフケアしかた

福岡市早良区四箇6丁目
12-41
TEL 092-811-6661
FAX 092-811-6664

社会福祉法人 桜花会 介護老人福祉施設

ライフケア柏原

福岡市城南区柏原4丁目
29-5
TEL 092-567-7200
FAX 092-567-7203

病院までの交通アクセス

■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

　　　駐車場（本館地下24台・第2駐車場7台）

■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

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
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[さくら病院の理念]

愛の心と確かな医療技術を以て
社会に奉仕する

さくら病院

本館

別館
身障者用
駐車場
身障者用
駐車場
身障者用
駐車場

セブンイレブン

さくら病院前バス停

西片江一丁目
バス停

〒814-0143　福岡市城南区南片江6丁目2-32
TEL 092-864-1212（代表）　FAX 092-865-4570
E-mail:info@sakurahp.or.jp
ホームページ：http://www.sakurahp.or.jp/

S A K U R A  H O S P I T A L
さくら病院
医療法人社団　江頭会



人のために、地域のために、　医療にできることのすべてを。

　さくら病院は1983年（昭和58年）の開設以来、地域の皆様に信頼して頂

ける医療を提供し、生活の安心を支える事を目標に取り組んでまいりまし

た。開設後３４年が経過し、施設の老朽化や狭隘化が目立ち、患者様にご

不自由をお掛けするようになってまいりました。また社会の変化や医療の

進歩に伴い、病院医療に求められるものも時代と共に大きく変化してまい

りました。この様な状況に対応して、さくら病院は平成28年11月26日に新

築移転を致しました。　　

　我が国では団塊の世代が後期高齢者となり、高齢化のピークを迎える

2025年に備え、2つの基本政策で医療介護提供体制の再構築が進めら

れています。１つは住み慣れた場所で、医療・介護・予防・住まい・生活支

援等のサービスを切れ目なく提供する為の地域包括ケアシステムの構築

です。そしてもう１つは地域医療構想の策定、これは住民の皆さまの生活

圏での医療機能を分析して過不足を是正すると共に、病院の機能を明確

にして病院相互の連携を図り、病院医療の質と量を地域の行政、医療関

係者、住民で考え決めて行こうという政策です。この２つの政策はどちらも

住民の皆さんが生活地域で安心して在宅医療も含めた医療を受けること

が出来る仕組みを作ろうというものです。さくら病院では変化する社会と

医療環境にも対応して、地域の皆様の生活を医療面でしっかりとお支え

出来るように職員一同協力して努める所存です。どうぞ宜しくお願い申し

上げます。

ごあいさつ

さくら病院  院長  江頭 啓介

外　来 急性期病棟
43床

地域包括ケア病棟
42床

障害者施設等
一般病棟
43床

緩和ケア病棟
24床

退　　院
在宅療養
介護施設
転院など
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「さくら病院」は日本医療機能

評価機構認定病院です。

「日本医療機能評価機構による審査により、病院の

具体的な改善目標、職員の意識の向上と医療の質

の向上」を行っております。

1Fロビー

～さくら病院の基本方針～
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。職員の人間性、知識、技術を向上さ
せ、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、地域社会への貢献
を目指します。

地域包括ケアシステムとは、高齢者をはじめ住民の皆さまの尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとに、可能な限り住み
慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、医療と介護サービスを切れ目なく提供する
ネットワークシステムです。

住み慣れた街で、最後まで自分らしく。
私たちは、トータルな支援•サービスを提供いたします。

病院連携病院連携 福祉連携福祉連携

地　域地　域

医療連携

患者様

専門相談員が医学的必要性に
応じて、高度医療や専門的な医
療を提供できる医療施設をご紹
介いたします。

患者さま、ご家族のご要望に
より介護保険による在宅支
援、福祉、医療の複合サービ
スをご提案いたします。

お近くの診療所の医師との機能的連携
により、地域の皆さま方へ幅広い医療
サービスの選択肢をご提案いたします。

さくら病院が取り組む地域包括ケアシステム

「安心•安全•満足」を目指した
地域医療サービス•ネットワーク

24時間内科救急告示病院
「さくら病院」のシステム機構



さくら病院が目指すのは、地域に根付いた医療サービスです。
内科主体の地域一般病院として他の医療機関とも密接に連携し、充実した医療を提供。

地域の皆さまはもちろん、近隣の施設入所の方々にとっても信頼いただけるホームドクターでありたいと考えます。

外来検査
一覧

●胃カメラ●大腸カメラ●超音波検査（腹部・心臓・頸動脈・甲状腺）●胃透視●PWV（動脈硬化の検査）
●骨塩定量（骨粗鬆症の検査）●24時間心電図●眼底カメラ、眼圧

外来のご案内

地域医療の窓口として、ホームドクターとして。

リハビリテーションのご案内

一人ひとりに寄り添い、よりよい生活をサポート。

最新の粘膜表面の微細な血管を観察する内視鏡システム、
NBIシステムを使用しています。

内視鏡センター

ＣＴ（80列マルチスライスCT）・MRI（1.5テスラ）
CT室

在宅支援病院として地域のクリニックの先生方とともに24時間体
制で住診・訪問診療を提供しています。また、訪問看護と連携し
緊急時にも随時対応可能です。

訪問診療

糖尿病合併症に伴う・足のトラブル予防・早期発見専任の看護
師が足の手入れとセルフケア指導を行っています。

フットケア外来（完全予約制）

さくら病院で受診できる健康診断一覧
・特定健診・生活習慣病予防健診・胃がん、大腸がん、前立腺がん検診・日帰り人間ドック・各種企業健診
・Lox-index・がんリスク検査（AICS）

「痛みの軽減」「体力・筋力の向上」「歩行な
どの動作能力の改善」を目的に物理療法・
運動療法を行います。

理学療法
「手・腕」への機能訓練や「紐を結ぶ」「課題を
解く」「調理をする」などの作業を通して、日常
の生活動作・活動の改善をお手伝いします。

作業療法
失語・構音障害・高次脳機能障害などコミュ
ニケーションに支障をきたした方へのリハビ
リを行います。

言語聴覚療法

患者様の状態や希望に合わせて、訪問や通所でのリハビリテーションも行っています。

理学療法士・作業療法士がご自宅を訪問し、実際の生活面
で操作練習を行ったり、環境面でのアドバイス等をさせてい
ただきます。

■訪問リハビリ（医療保険•介護保険適用）
朝から夕方まで過ごしていただき、リハビリ・脳トレーニング・レ
クリエーションなどの活動や食事・入浴などのサービスを通し
て、ご利用者に笑顔と健康と元気を提供します。

■通所リハビリ（介護保険適用）
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その人らしい生活を送るために必要なことを、その人の身になってサポート。
発症早期からのリハビリ、脳卒中•骨折•手術後など回復期に行う集中的なリハビリ、さらに慢性的な病気•

退院後•神経難病などに対する継続的なリハビリまで総合的にお手伝いいたします。



館内のご案内 最先端から幅広い医療•介護まで。　　地域医療の安心を支える拠点を目指します。

05 06

急性期病棟（1内科）
救急の患者さまを24時間受け入れ、急性期の治療・看
護を行っております。

2
F

障害者施設等一般病棟（3内科）
重度の障害・意識障害・神経難病等の患者さまに安心
できる療養環境を提供します。

2
F

地域包括ケア病棟（2内科）
患者さまやご家族の意向を確認しながら、急性期から在
宅復帰へ橋渡しをお手伝いいたします。

3
F

･入院相談・退院後の生活について　・施設入所について

・入院費等の支払いについてなど

TEL 092-864-1245
FAX 092-864-1213
受付時間 月～金 9：00～17：00　土 9：00～12：30

医療ソーシャルワーカーが、皆さまが安心して医療サービ
スを受けられるように、お手伝いさせていただきます。

医療介護相談室
地域医療連携室1

F

在宅医療介護センター
障害や疾病があっても、自分らしい暮らしを人生の最
後まで続けることができるように支援・サービス提供
を行っています。

1
F 居宅介護支援セービス・居宅サービス計画書の作成・要介護認定の申

請代行・居宅支援に関する相談を行います。

■ケアプランセンターさくら

体調の観察・医療処置（褥瘡の処置など）・カテーテル管理・療養相談
を行います。必要な方には24時間体制をとっています。

■訪問看護ステーションさくら

調理・買い物・掃除・洗濯・外出・入浴介助などの支援を行います。
■ヘルパーステーションさくら

0120-871-335

0120-206-307

0120-181-313

緩和ケア病棟（さくらユニット）
痛みをはじめとする症状コントロールだけでなく、一人一
人の患者さまの生活を考えた医療看護を提供します。

4
F

5
F

屋上庭園
広 と々した屋上で、患者さまやご来院の皆さまに安らぎ
のひとときをお届けします。

5
F

展望浴室
大きな窓から空や緑を眺め
られる癒しの浴室です。

本館

B1

1F

2F

3F

4F

1F

2F

3F

4F

5F

駐車場

管理部門

屋上庭園
フロアガイド（全館図）

別館

入
口

連絡通路

在宅医療介護センターさくら
通所リハビリテーション

障害者施設等一般病棟（3内科）急性期病棟（1内科）

受付・外来診察室・内視鏡センター
地域医療連携室
医療介護相談室

地域包括ケア病棟（2内科）

1F

2F

3F

4F

リハビリテーション室

緩和ケア病棟（さくらユニット）




