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平成２８年度社会医療法人共愛会
業績集の発刊に寄せて
社会医療法人共愛会

理事長

下河邉

智久

時下、益々ご清祥のことと拝察申し上げます。

し、予後も良好であり、今後ともがんや障害をかかえな

さて、ノーベル生理学・医学賞を受賞された北里大

がら活躍される方々のための集学的治療や社会復帰を

学の大村智特別栄誉教授の座右の銘は、道元禅師の

目指す方々のためのリハビリに注力して参る所存でお

「正師を得ざれば学ばざるに如かず」
（正しい師のも

ります。

とで学ばなければ、学んでいないのも同然）だそうで、
学生時代より教師であった母親の「教師の資格は、

今般、こうした治療実績等を含めた平成２８年度の
業績集を発刊する運びとなりました。

自分自身が絶えず進歩することであり、自己研鑽なくし

本書はそれぞれの部門における特色が生かされた興

て、人を指導し、育成をする立場にはなれない」とした

味ある内容となっておりますので、ぜひご高覧賜り、ご

影響を強く受けたということです。

意見やご批判、ご評価等々をお聞かせいただけました

生涯にわたる研鑽が重要なことは、医療においても

ら幸いです。

同様であり、当グループにおいてもこうした理念に基

皆様方からの忌憚のないお声が何より職員の日々の

づき、日々進化する医療技術や広範な医学知識の習得

診療・研究の励みとなり、当グループの向上と延いては

を目的として、職員の研究・研修には特に力を注ぎ、医

地域医療の充実・発展に繋がるものと確信致しており

療・介護に携わるものとしての意欲や向上心の醸成に

ます。

も努めております。
加えて、安全安心な医療を提供するために、最新の
施設・設備を整えており、昨年はその一環として、5月に
北九州では初となるトモセラピーを戸畑共立病院に導
入致しました。
長寿社会を迎えて、国民の健康に対する意識も平均
寿命からＱＯＬを重視した健康寿命へと変化していま
す。

少子高齢社会に相応しい医療や介護の在り方を求
めて各地で地域包括ケアシステムの構築が進められて
おります。
また、今年の３月には、限られた医療資源や財源を
最大限に有効活用していくために、医療機能の分化や
連携を目的とした地域医療構想が策定されました。
時代の趨勢や社会変化に応じて求められる医療や
介護の形も変容していきます。

トモセラピーは治療直前に撮影したＣＴ画像との照

当グループでは、今後とも職員一同、微力ながらも、

合や位置情報の補正により、画像誘導放射線治療を実

地域医療の充実・発展に尽力して参る所存でおります

施し、腫瘍への高線量・集中・均質性を維持すること

ので、皆様には引き続きのご指導ご鞭撻のほど、よろし

で、正常組織への被ばく線量を抑制するという特徴が

くお願い申し上げます。

あり、患者さんの肉体的・精神的負担を軽減します。
お蔭を持ちまして、導入以降の治療実績はすでに

末筆ながら、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上
げ、ご挨拶とさせていただきます。

平成２８年５月～平成２９年６月まで２００人以上に達
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脱マンネリズム

社会医療法人共愛会

副理事長

下河邉

正行

マンネリ化したので、2017年3月末日で戸畑共立病院

を色々サポートする環境になりました。それにより質の

の院長職を辞しました。多くの人間は、安定した生活を

向上は当然ありますが、ただ病院が引いたレールの上を

望みます。当然自分の中にも安定化を望む考えはありま

半ば受け身の体制で走っているようで、自発性がなくマ

す。リスクを冒して流れを変えるより、現状維持で安定し

ンネリ化を感じていました。委員会があっても、小さな

た流れを続けようという考えは、自分の中ばかりではな

改善に結びつかないようになりました。この感じは、病

く、病院・法人の中にも広がっているように感じていまし

院の運営ばかりでなく法人の経営形態にも感じており、

た。この数年考えていたのですが、このよどんだ雰囲気

自分が変わったほうが、スタッフ皆のいい起爆剤になる

の原因は自分にもあるかもしれない。次の世代に繋ぐた

のではと考えています。

めにも、このマンネリズムを打破したいと考え、院長職を
辞しました。

時代は人口減少で医療制度改革が進む激動の時代で
す。過疎地ではありませんが、公的な大病院が多く競い

マンネリズムとはルネサンス時代に、芸術家が新し

合う北九州です。我々のような補助金などで収入・補て

い技法や形式を編み出しました。その技法や形式を惰

んのない中小民間病院が、公的病院と同じような経営・

性的に繰り返すようになり，独創性や新鮮みを失いまし

運営をすると赤字になります。健全経営で生き残り成長

た。その状態をマンネリズムというようになったようで

するには、現状維持ではなく、何か変化のある脱マンネ

す。
マンネリズムと同じ語源から発生している言葉にマナ

リが必要です。脱マンネリにはリスクは伴いますが、リス

ーがあると聞きました。マナーは行儀・作法のことを指

クを冒してでも皆が一丸になれる将来の夢や展望があ

します。
マナーの様式は多くの場合、あまり時代とともに

ればいい。今の時代10年先を見越すのも難しい時代で

は変わらず、煩雑で堅苦しく感じられますが、それは社

す。今までのように病床規模を増やすだけでいいのか？

会の中で人間が気持ち良く生活していくための知恵でも

高額医療機器を充実させるだけでいいのか？今後はや

あります。

りたい医療をするのではなく、地域から望まれる医療を

戸畑共立病院は創業100年以上になりますが、時代

どう行うかが重要だと考えています。その中で共立病院

も変わり、場所も変わり、医療内容も当然変わってきて

の持ち味を生かした夢や展望が広がればいい。次世代

います。“貴和の心＝和をもって貴となす”という共立病院

の人たちが一丸となれば、リスクは乗り越えられ、
マンネ

の精神はまだ少しは残っていますし、患者のことを中心

リ化した経営・運営を変えられると信じています。

に考える医療者としてのマナーは守られていると信じて
います。

私は今の役職は副理事長ですが、
マンネリ化ドラマの
典型といわれる水戸黄門が大好きでした。しかしマンネ

さてマンネリズムですが、私は40年弱共立病院で仕

リ化を嫌い、少しずつ変えてきた自負はあります。私は

事をしていました。この間、病院は大きく変わってきまし

人を引っ張っていくのではなく、多くの人に助けられてこ

た。それは、建物・場所や病院の方針などで変わった部

こまで来ました。今後は皆で大きくした病院が、この時

分もありますが、今まで多くの仲間たちが、手探りですが

代の中、地域の中でどんなに変わってゆくのか、期待を

上を目指し、資格を取り、自己研鑽を行ってきました。仲

持って眺めていきたいと思っています。

間たちの自発的な向上心や努力が病院の質の向上につ

毎年必ず文末に書いている文章があります。“戸畑共

ながり、病院が変わってきました。その人たちの御協力

立病院はいまだ普請中の病院です”。今後とも地域に貢

のおかげで今の病院があると感謝しています。

献できる病院であり続けますよう、皆様のご指導ご鞭撻

最近はどこの病院でも、質の向上のため、職員の研修
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をよろしくお願いします。

共愛会の患者憲章
患者さんは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提
供者とが互いの信頼関係に基づき、協同してつくり上げていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくこ
とが必要です。
共愛会は、このような考え方に基づき、ここに「患者憲章」を制定します。

1

だれでも、
その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで良質な医療を公
平に受ける権利があります。
患者さんは、だれでも社会的な地位、疾病の種類、国籍などにより差別されることなく、適切な医学
水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利を持っています。患者さんは、治療や検査などに
当たり、各々の人格、価値観などを持ちながら社会生活を営む個人として尊重されます。

2

病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報
を受ける権利があります。
医療に関する説明や情報の提供は、一方的なものであってはなりません。医療提供者は、患者さんか
ら自覚症状や既往歴の情報提供を受けたり、患者さんの質問に理解しやすい言葉や方法で適切に答え
るなど、患者中心の立場で両者の密接なコミュニケーションを通して行い、患者さんの理解と納得を得
ることが必要です。

3

十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
患者さんが治療方法などを自らの意思で選択する権利を保障するためには、単に医療情報を提供す
るだけではなく、適切な医学水準の知識や経験を持つ医療提供者が、常に患者さんの利益を考えなが
ら支援していくことが必要です。したがって、その際には、別の医師の意見（セカンド・オピニオン）をお
聞きになりたいという御希望も尊重します。

4

自分の診療記録の開示を求める権利があります。
診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける
権利も含まれます。

5

診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
病気にかかわる患者さんの私的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで私的な生活が営まれる病
院という場所であるからこそ、患者さんのプライバシーは十分に配慮されなければなりません。

6

良質な医療を実現するためには医師等の医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報を正確
に提供する責務があります。
医療提供者が患者さんの状態や治療等について的確な判断を行っていくために、家族歴、既往歴、
アレルギーの有無など、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に医療提供者にお伝えくだ
さい。

7

納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、質問
する責務があります。
患者さんが、治療等に関する十分な説明や情報提供により納得のいく医療を受けていただくため
に、そして治療法等を自分の意思で選択していただくためにも、分からないことがあれば医療提供者に
ご質問ください。

8

すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病
院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。
病院では、職員が数多くの患者さんに様々な医療を提供しています。そのため、患者さんは通常の社
会生活にはない制約を受けざるを得ないこともあります。このことを十分御理解いただき、適切な医療
の提供に御協力ください。
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病院沿革
明治45年
昭和26年
昭和30年
昭和32年
昭和35年
昭和36年
昭和39年
昭和40年
昭和42年
昭和45年
昭和47年
昭和51年

昭和57年
昭和62年
昭和63年
平成5年
平成6年
平成8年

平成10年

平成11年

平成12年
平成14年

平成15年

4

「戸畑共立病院」開設（病床数18床）
  初代院長 下河邉直熊就任
「下河邉共立診療所」へ名称変更
「下河邉共立病院」へ名称変更（病床数25床）
「医療法人共愛会」 設立 下河邉直熊 初代理事長就任
「下河邉共立病院」 第一期増改築工事（病床数30床）
「下河邉共立病院」 第二期増改築工事（病床数128床）
「共立病院」へ名称変更
「医療法人共愛会」 厚生年金還元融資住宅完成
「医療法人共愛会」 看護婦宿舎「貴和寮」完成
「共立病院」 二代目院長に下河邉舜一就任
「医療法人共愛会」 二代目理事長に下河邉舜一 就任
「医療法人共愛会」 下河邉舜一 理事長 専任
「共立病院」 三代目院長 宗典郎就任
「共立病院」 第三期増改築工事
「医療法人共愛会」 三代目理事長 宗典郎 就任
「共立病院」 第四期増改築工事 （病床数193床）
「医療法人共愛会」 宗典郎 理事長に専任
「共立病院」 四代目院長 下河邉智久就任
「共立病院」 第五期増改築工事
「共立病院」 第六期増改築工事
「介護老人保健施設あやめの里」開設
（病床数100床） 初代施設長 下河邉勝世  就任
「あやめ訪問看護ステーション」  開設
「医療法人共愛会」四代目理事長に下河邉智久  就任
「医療法人共愛会」 会長に宗典郎就任
「共立病院」
（財）日本医療機能評価 認定（一般病院 種別Ａ）
「医療法人共愛会」 下河邉智久 理事長に専任
「共立病院」 五代目院長に下河邉正行就任
「医療法人共愛会あやめヘルパーステーション」 開設
「共立病院」 開放型病院  承認
「共立病院」 地域連携室設置
「あやめケアプランサービスステーション」開設
「共立病院」を「戸畑共立病院」へ名称変更
  市立戸畑病院を移譲「戸畑病院」開設
（病床数100床） 下河邉智久 院長兼任
「戸畑リハビリテーション病院」開設
（病床数133床） 下河邉智久 院長兼任
「ケアハウスあやめ」  開設（18室）
「戸畑リハビリテーション病院デイサービスセンター」  開設
「メディカルフィットネス戸畑」  開設
「戸畑共立病院」 病床数変更（病床数160床）
「戸畑病院」が「戸畑診療所」へ変更
「戸畑共立病院」 集中治療室  開設（病床数8床）
「戸畑共立病院」 救急告示病院  承認
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平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

「戸畑共立病院」
（財）日本医療機能評価  更新
（種別 一般病院 ver.4.0）
「介護老人保健施設あやめの里」 ＩＳＯ9001 ： 2000  認証
「戸畑診療所」 有床診療所へ変更（病床数19床）
「戸畑リハビリテーション病院」
（財）日本医療機能評価  認定
（種別 療養病院 ver.5.0）
「戸畑共立病院」 地域医療支援病院  承認
「戸畑共立病院」 管理型臨床研修病院  認定
「戸畑共立病院」 更正医療指定医療機関  認定
「戸畑共立病院」 透析室  設置
「戸畑共立病院」 看護体制7対1承認
「古賀病院」 開設（病床数79床）
「院内託児所キッズハウスあやめ」開設
  新・戸畑共立病院  地鎮祭
「戸畑診療所」が沢見から小芝に移転
「戸畑リハビリテーション病院」院長に佐々木英  就任
「戸畑共立病院」 内視鏡10万症例達成
「戸畑共立病院」 緩和ケアチーム結成
「戸畑共立病院」 （財）日本医療機能評価  更新
（種別 一般病院 ver.5.0）
「戸畑共立病院」 ＤＰＣ施行病院 認定
「戸畑共立病院」 戸畑区沢見に新築移転
「戸畑共立病院」 病床数変更（病床数169床）
「戸畑共立病院」 放射線治療装置リニアック導入
「戸畑共立病院」 放射線治療装置サイバーナイフⅡ組込み
「戸畑診療所」が「とばたクリニック」へ名称変更
「古賀病院」が「明治町共立病院」へ名称変更
「戸畑共立病院」 病床数変更（病床数199床）
「戸畑リハビリテーション病院」
（財）日本医療機能評価  更新
（種別 療養病院 ver.5.0）
「明治町共立病院」が「明治町クリニック」へ名称変更、病床数変更（病床数19床）
  社会医療法人へ認定
「戸畑共立病院」 福岡県がん診療拠点病院  認定
「戸畑共立病院」 病床数変更（病床数208床）
「戸畑リハビリテーション病院」 一般病棟看護基準13対1  承認
「明治町クリニック」 病床数変更（病床数10床）
「戸畑共立病院」 病床数変更（病床数210床）
「明治町クリニック」 病床数変更（病床数8床）
「戸畑共立病院」 へき地医療拠点病院  指定
「戸畑リハビリテーション病院」 院長に剣持邦彦就任
「戸畑共立病院」病床数変更（病床数216床）救急病棟増加
（病床数6床）
「明治町クリニック」 病床数変更（病床数2床）
「戸畑共立病院」 病床数変更（病床数218床）
「明治町クリニック」 無床診療所へ
「戸畑共立病院」 （財）日本医療機能評価  更新
（種別 一般病院 ver.6.0）
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平成25年

平成26年

平成27年
平成28年
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「戸畑共立病院」 創立100周年
「メディカルフィットネス戸畑」が「とばたクリニック」内へ移転
「戸畑リハビリテーション病院デイサービスセンター」が「明治町クリニック」内へ移転
  移転に伴い「明治町デイサービスセンター」へ名称変更
「あやめ訪問看護ステーション」が「明治町クリニック」内へ移転
「あやめヘルパーステーション」が「明治町クリニック」内へ移転
「あやめケアプランサービスステーション」が「明治町クリニック」内へ移転
「とばたクリニック」 院長に佐々木英就任
「明治町クリニック」 院長に天野修造就任
「戸畑リハビリテーション病院」 5階に緩和ケア病棟 開設
（病床数17床）
「あやめレンタルサービス」 開設
「住宅型有料老人ホームサンセリテ明治町」 開設（41室）
  電子カルテ導入
「戸畑共立病院」 5階にハイケアユニット 設置（病床数30床）
「戸畑リハビリテーション病院」 4階に地域包括ケア病床 設置
（病床数37床）
「とばたクリニック」 女性検診「レディック」開始
「戸畑リハビリテーション病院」 （財）日本医療機能評価 更新
（種別 療養病院 ver.1.0）
「戸畑共立病院」 ＰＥＴ-ＣＴ導入
「戸畑共立病院」 放射線治療装置トモセラピー導入
「定期巡回あやめ巡回ステーション」開設
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法人施設別職員数
平成２８年４月

現在

戸畑共立病院
医師
歯科医師
薬剤師
診療放射線技師
臨床検査技師
管理栄養士
理学療法士
言語聴覚士
内視鏡技師
歯科助手
心理療法士
事務
ケアワーカー

58名
4名
16名
30名
17名
8名
19名
4名
1名
1名
4名
34名
30名

看護師
薬局助手
放射線助手
検査助手
臨床工学技士
作業療法士
視能訓練士
歯科衛生士
ソーシャルワーカー
診療情報管理士
ドクターズクラーク
救急救命士

336名
2名
7名
2名
23名
5名
3名
7名
5名
1名
18名
6名

戸畑リハビリテーション病院
医師
薬剤師
臨床検査技師
臨床工学技士
作業療法士
リハビリ助手
事務
介護福祉士
ケアワーカー

14名
4名
1名
1名
15名
2名
9名
24名
13名

看護師
薬局助手
放射線事務
管理栄養士
理学療法士
言語聴覚士
ソーシャルワーカー
ドクターズクラーク

102名
1名
1名
4名
39名
9名
6名
5名

とばたクリニック
医師
保健師
ケアワーカー

2名
2名
1名

看護師
事務

1名
4名

明治町クリニック
医師
薬剤師
事務

2名
1名
4名

看護師
リハビリ助手

5名
3名

あやめの里
医師
理学療法士
管理栄養士
介護員
事務
給食員

1名
4名
3名
4名
5名
5名

看護師
作業療法士
介護福祉士
ソーシャルワーカー
調理師

15名
7名
53名
3名
6名
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あやめ在宅ケアセンター
看護師
作業療法士
ケアマネジャー
介護員

6名
2名
13名
4名

理学療法士
言語聴覚士
介護福祉士

4名
1名
6名

ケアハウスあやめ
管理栄養士
ソーシャルワーカー

1名
2名

介護福祉士

2名

明治町デイサービスセンター
看護師
介護員

2名
5名

介護福祉士
ソーシャルワーカー

6名
1名

メディカルフィットネス戸畑
インストラクター

3名

サンセリテ明治町
介護福祉士
ケアマネジャー

7名
1名

介護員
事務

3名
1名

あやめレンタルサービス
事務

2名

共愛会
医師（産業医）
診療放射線技師

1名
1名

共愛会
事務
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3名

法人本部
看護師
事務

健康保険組合

1名
27名

