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あたたかい医療

私たちは

地域に密着した救急医療を目指すとともに、

大学病院として質の高い医療と情報を提供し、

地域の皆さまに安心と信頼を持っていただける

よう努めています。

その基本は

「人間性に立脚した医療」、心の繋がりを大切に、

患者さん本位の“あたたかい医療”を実践して

います。

福岡大学筑紫病院の基本理念





令和２年度の福岡大学筑紫病院の年報をお届け致します。

令和３年１２月に柴田前病院長から病院長を引き継がせて頂きました。これまで以上に地域

から求められる医療を提供できるよう、益々体制の整備を図るとともに、経営改善など病院

運営についても改善に取り組んでまいります。

さて、今年度の最も大きな問題として、COVID‐１９を挙げざるを得ません。令和２年３月

にパンデミックが宣言された本感染症に対し、感染症指定医療機関である当院では、早々に

診療体制を整え、医療用具・器材の確保や院内感染防止対策に追われました。しかし、残念

ながら令和３年１月に院内クラスターが発生し、数日間、一部病棟を閉鎖すると伴に、外来

診療や手術、新規入院などの病院機能をほぼ全て停止せざるを得ませんでした。その後、

ゾーニングの徹底、多職種職員を含めた感染防護などの、院内における厳格な感染対策を

行ったことにより、院内感染は収束致しました。これまでの間、個人・企業など公私を問わ

ず多くの方々から、マスク等の医療物資・食料・メッセージなどの心温まるご寄附や差し入

れをいただきました。心から感謝申し上げます。その後、当院では COVID‐１９即応病床を１３

症確保し、主に中等症患者の受入を行いました。こういった経験から、当院では令和３年４

月より新たに感染制御部を開設し、感染症指定医療機関としての体制の充実を図っておりま

す。一日でも早く、世界全体における COVID‐１９の収束が望まれる所です。

当院は地域医療支援病院および地域がん診療病院の指定を受けています。地域における脳

卒中、心筋 塞、心不全に関する診療体制の整備を進め、地域医療支援病院の役割の一つで

ある救急医療の充実を図っています。また、地域がん診療病院としての機能を充実させるた

め、令和３年４月に呼吸器・乳腺センターから、診療組織として呼吸器・乳腺外科を標榜し

ました。

また、昨今の病院勤務医の過剰労働問題、働き方改革等を踏まえ、当院においても医師等

の労働環境整備も推進しています。平成３０年７月から土曜日の外来診療を初診・再診ともに

予約のみ実施、令和元年７月からは予約診療も行わず、休診としました。さらに、同年８月

から週休二日制が導入されました。今後も、医師をはじめ、職員がより快適に安心して勤務

できる病院にしたいと考えております。

COVID‐１９に翻弄されたといってよい令和２年度ですが、引き続き地域の基幹病院とし

て、地域医療支援病院、地域がん診療病院として、地域医療へ貢献していく所存です。今後

ともご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

令和２年度 病院年報を発刊するにあたって

病院長 河村 彰
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