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令和元年度 社会医療法人共愛会
業績集の発刊にあたって
社会医療法人共愛会

理事長

下河邉

智久

今年は戦後７５年という一つの節目の年で、人間で言

療連携拠点病院」の指定を受け、患者様の状態や症

えば後期高齢者です。また来年は国民皆保険制度の発

状に応じて、きめ細やかな話し合いをしながら、よりか

足から６０年を迎え、こちらも人間で言えば還暦です。

らだへの負担が少ないなど、最もふさわしい治療法を

この間、社会の変容や人口構造の変化による生産性

選択し、医師や看護師をはじめとした多様な職種から

人口の激減等は、これまでの日本の発展を支えて来た

なるスタッフがチームとなって、治療のみならず、就労

多くの制度やモデルの転換を余儀なくしており、その最

や社会生活を維持できるよう支援しております。そのた

大のものが社会保障制度です。

めの相談窓口も充実させていますので、ご遠慮なくご

国は早速、高齢者による窓口負担の増加や受診時ご

相談ください。

との定額負担の導入、薬剤を中心とした公的医療保険

また、当法人は平成２２年に、より公益性の高い医療

の給付範囲の見直しなどを検討しはじめていますが、

法人として、福岡県から社会医療法人として認定される

言うまでもなく医療は早期発見・早期治療が鉄則であ

とともに、国の進める「働き方改革」を推進すべく、地

り、単なる患者負担の増加策だけでは、受診抑制に伴

域における保健・医療・介護の充実に貢献していくため

う重症化事案の増加を招く懸念があるばかりでなく、

には、先ず、スタッフ自身が心身ともに健康でなければ

本当に医療費の抑制につながるのかといった疑問の声

ならないという考えの下に、スタッフの健康管理にも積

も聞かれます。

極的に取り組んでおり、経済産業省が健康経営を実践

こうした議論に対し、日本医師会は治療のみならず、
予防や健康づくりの他、生活をも支えていく視点、更に

している企業や団体を認定・公表する「健康経営優良
法人ホワイト５００」に、３年連続で認定されました。

は新たな財源確保策を提示し、給付と負担のあり方を

救急からがん治療に至るまでの急性期医療を担う戸

議論することも大切だが、その前に先ず、
「人生１００年

畑共立病院と回復期医療を担う戸畑リハビリテーショ

時代」にふさわしい医療のあるべき姿をみんなで話し

ン病院をはじめとして、クリニックと５つの介護関連施

合い、国民で共有することの大切さを呼びかけ、医療・

設に健康増進施設を加えた１０施設で、皆様のあらゆる

介護を提供する側にはより効率的な運営を、また受け

保健・医療・介護需要に応える体制を整えております。

る側にも適正な受診の仕方を求めています。

現場で働く一人ひとりが常に法人の基本理念であり

このような中、当法人は地域のかかりつけ医の先生

ます「患者様やご家族を中心とした真心のこもったサ

方や関係機関との連携を推進しながら、医療に加えて

ービス」に努めることを心掛け、患者様の目線に立った

介護や生活支援をも一体的に提供する地域包括ケア

医療・介護を実践するとともに、医療連携の推進にも

の一翼を担うとともに、特に国民の２人に１人がなると

注力して参りますので、ご支援ご鞭撻を賜りますようお

いわれているがんについては、厚生労働省より「がん診

願い申し上げます。
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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など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

「戸畑共立病院」開設（病床数18床）
初代院長

下河邉直熊就任

昭和26年

「下河邉共立診療所」へ名称変更

昭和30年

「下河邉共立病院」へ名称変更（病床数25床）

昭和32年

「医療法人共愛会」 設立

昭和35年

「下河邉共立病院」 第一期増改築工事（病床数30床）

昭和36年

「下河邉共立病院」 第二期増改築工事（病床数128床）

昭和39年

「共立病院」へ名称変更

昭和40年

「医療法人共愛会」 厚生年金還元融資住宅完成

昭和42年

「医療法人共愛会」 看護婦宿舎「貴和寮」完成

昭和45年

「共立病院」 二代目院長に下河邉舜一就任

昭和47年

「医療法人共愛会」 二代目理事長に下河邉舜一 就任

昭和51年

「医療法人共愛会」 下河邉舜一 理事長に専任

下河邉直熊

初代理事長就任

「共立病院」 院長と兼任

「共立病院」 三代目院長に宗典郎就任
「共立病院」 第三期増改築工事
昭和57年

「医療法人共愛会」 三代目理事長に宗典郎 就任

昭和61年

「共立病院」 基準看護Ⅰ類  承認

昭和62年

「共立病院」 第四期増改築工事 （病床数193床）

昭和63年

「医療法人共愛会」 宗典郎 理事長に専任

「共立病院」 院長と兼任

「共立病院」 四代目院長に下河邉智久就任
「共立病院」 基準看護特Ⅰ類  承認
平成元年

「共立病院」 基準看護特Ⅱ類  承認

平成5年

「共立病院」 第五期増改築工事

平成6年

「共立病院」 第六期増改築工事
「共立病院」 基準看護特Ⅲ類  承認

平成8年

「医療法人共愛会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

「医療法人共愛会あやめ訪問看護ステーション」  開設
「共立病院」 新看護2.5対1Ａ
平成10年

看補10対1 承認

「医療法人共愛会」四代目理事長に下河邉智久  就任
「共立病院」 院長と兼任
「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

平成11年

「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」 新看護2対1  承認
「共立病院」 開放型病院  承認

平成12年

「共立病院」 急性期病院加算  承認
「共立病院」 診療録管理体制加算  承認
「共立病院」 地域連携室設置
「医療法人共愛会あやめケアプランサービスステーション」開設
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平成14年

「共立病院」が「戸畑共立病院」へ名称変更
市立戸畑病院を移譲「医療法人共愛会戸畑病院」開設（病床数100床）

平成15年

「医療法人共愛会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
下河邉智久 院長兼任

「医療法人共愛会ケアハウスあやめ」  開設（18室）
「医療法人共愛会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
「医療法人共愛会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
「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
平成16年

「戸畑共立病院」 ハイケアユニット 設置（病床数4床）
「戸畑共立病院」 亜急性期病室 設置（病床数7床）
「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）

平成17年

「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

平成18年

「戸畑共立病院」透析室  設置
「戸畑共立病院」新看護基準1.4対1（看護体制7対1）承認
「医療法人共愛会古賀病院」 開設（病床数79床）
「医療法人共愛会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
平成19年

「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

平成20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.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

平成21年

「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）

「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）
平成22年

「医療法人 共愛会」 社会医療法人へ認定
認定に伴い「医療法人 共愛会」から「社会医療法人共愛会」へ変更
「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
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「明治町クリニック」 病床数変更（病床数10床）
「戸畑共立病院」 ハイケアユニット設置追加（病床数4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）
平成23年

「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）

平成24年

「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）
「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）

平成25年

「社会医療法人共愛会あやめレンタルサービス」 開設
「社会医療法人共愛会住宅型有料老人ホームサンセリテ明治町」 開設（41室）
「社会医療法人共愛会」 電子カルテ導入

平成26年

「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 回復期病院）

平成27年

「戸畑共立病院」 ＰＥＴ-ＣＴ導入

平成28年

「戸畑共立病院」 放射線治療装置トモセラピー導入
「あやめ巡回ステーション」開設

平成29年

「とばたクリニック」院長に江口俊郎就任
「明治町クリニック」院長に佐々木英就任
「社会医療法人共愛会」副理事長に下河辺正行就任
「戸畑共立病院」院長に今村鉄男就任
「戸畑共立病院」災害拠点病院 指定
「戸畑共立病院」病床数変更（一般病床202床

平成30年

ハイケアユニット16床）

「戸畑共立病院」サイバーナイフM6導入
「とばたクリニック」が「戸畑共立病院健診センター」へ名称変更
「戸畑共立病院」病床数変更（病床数237床）
「戸畑共立病院」産婦人科・小児科・小児外科

開設

「戸畑共立病院」外国人患者受入れ拠点病院

指定

平成31年

「戸畑共立病院」地域がん診療連携拠点病院に指定

令和元年

「戸畑共立病院」放射線治療装置リニアック更新
「共愛会ケアプランサービス」開設
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法人施設別職員数
平成３1年４月

現在

戸畑共立病院
医師
看護師
救急救命士
薬局事務
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
メッセンジャー

63名
292名
5名
3名
7名
2名
20名
5名
3名
8名
6名
1名
27名
1名

歯科医師
保健師
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

4名
3名
19名
28名
20名
8名
23名
4名
1名
1名
3名
39名
31名

戸畑リハビリテーション病院
医師
薬剤師
診療放射線技師
管理栄養士
理学療法士
言語聴覚士
歯科衛生士
事務
介護福祉士
メッセンジャー

15名
5名
1名
5名
40名
9名
1名
10名
14名
2名

看護師
薬局事務
臨床検査技師
臨床工学技士
作業療法士
リハビリ助手
ソーシャルワーカー
ドクターズクラーク
ケアワーカー

94名
1名
1名
1名
20名
2名
6名
5名
11名

明治町クリニック
医師
薬剤師
事務

2名
1名
3名

看護師
リハビリ助手

5名
2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
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1名
5名
4名
15名
4名
7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

17名
6名
42名
3名
4名

あやめ訪問看護ステーション
看護師
作業療法士

8名
1名

理学療法士
言語聴覚士

4名
1名

あやめヘルパーステーション
介護福祉士

5名

介護員

5名

あやめ巡回ステーション
介護福祉士

10名

介護員

6名

あやめケアプランサービスステーション
ケアマネージャー

16名

ケアハウスあやめ
介護福祉士

4名

ソーシャルワーカー

1名

明治町デイサービスセンター
看護師
介護員
作業療法士

3名
7名
1名

介護福祉士
理学療法士
事務

5名
1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
ケアマネージャー

3名
2名

介護員
事務

4名
1名

あやめレンタルサービス
事務

3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

法人本部
看護師
事務

3名
30名

健康保険組合

3名
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