
桒野　晴夫放射線診断科　部長

・野元部長・髙橋医師永尾副部長後列左から

・中西副部長・桒野部長下川医師前列左から

放射線診断科・放射線治療科
設備更新で検査・治療に対応します

診療科紹介

　平素は、放射線科ＣＴ、ＭＲＩ検査へのご紹介を多数頂き、誠にありがとうございます。ここ数年の紹介検査数
は毎年 1,400件程度となっており、安定した紹介検査数となっています。
　放射線科は 2 年前より放射線診断科と放射線治療科になりました。放射線治療専門医は一時期は非常勤となって
おりましたが、今年の 8月 1 日より再度、常勤として当院に赴任しました。後半にて詳しく紹介いたします。放射
線診断科は常勤医師4名（放射線診断専門医3名、放射線専門医1名）、非常勤医師1名（放射線診断専門医1名）にて、
院内の全診療科及び院外の先生方からご紹介頂いた症例の画像診断や、ＩＶＲ治療を行っています。

（2面に続く）

10月より 3テスラＭＲの 2台体制で検査を行います
放射線診断科

く わ の は る お

地域住民と勤労者の皆様に、良質で安全な医療を提供します。

● 患者さんの権利を尊重し、患者さん中心の医療を提供します。
● 地域医療機関との連携を重視し、中核病院として高度専門医療を担います。
● 働く人々の健康を守り、治療と仕事の両立を支援します。
● 患者さんに寄り添う心と、高い技能を兼ね備えた医療人を育成します。
● 経営基盤が安定し、働き甲斐のある病院づくりを目指します。
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▲SIEMENS 製　MAGNETOM　Skyra　3.0T

　院外からご紹介頂いている画像検査は
主にＣＴ、ＭＲＩですが、他に核医学検
査や乳房撮影なども受け付けております。
当院には、ＣＴ ２台（128列dual energy 
ＣＴと64列ＭＤＣＴ）、ＭＲＩ ２台（３Ｔ
と1.5Ｔ）が導入されていましたが、今年
1.5ＴのＭＲＩが更新となり、10月から３
Ｔの２台体制となります。更新工事中は
予約が入りにくく、ご迷惑をおかけいた
しました。また、新しいＭＲＩの稼働開
始後もしばらくは検査予約でお待たせす
ることもあるかと思いますが、ご理解の
ほど何卒よろしくお願いいたします。
　なお、ＣＴに関しては、予約はほぼ１週
間以内に入りますので、ぜひご利用頂きますよう引き続きお願い致します。
　ご紹介頂いた症例につきましては、依頼目的に合致した検査方法を放射線技師と共に検討し、検
査後には放射線診断医による読影を即時行い、作成した画像診断報告書を添付して、検査結果を患
者さんに即日お渡ししております。なお、ご紹介元にお渡しする画像はＣＤ－ＲＯＭにて提供して
おります。
　また、待ち時間の少ない円滑な検査を施行するため、ご面倒をお掛けしますが、以下 2 点につい
てご配慮いただければ幸いです。
　❶予約日前日までに診療情報提供書の控えを地域医療連携室までＦＡＸ願います。
　❷造影検査の場合は、血清クレアチニン値の記載をお願いします。なお、ｅＧＦＲ値60以上を造影
　　可能ラインとしています。
　今後も引き続き、当院への画像診断のご紹介をよろしくお願いいたします。

　令和元年８月１日に放射線治療科部長として赴任した野元　諭と申します。九州労災病院は、研
修医で赴任、その後、新病院移転に伴う放射線治療装置導入時に、非常勤にて勤務していた経験も
あり馴染みのある病院です。
　平成30年度の放射線治療実績は年間217例です。化学療法併用等の根治放射線治療や緩和放射線治
療の多岐に渡ります。全例三次元放射線治療でありますが、高精度放射線治療として現在、認定を
受けているのは体幹部定位放射線治療（肺、肝）です。
　また、重粒子線治療の経験もありますので、Ｘ線治療のみならず、重粒子線治療の適応判断、がん
治療全般、緩和放射線治療の相談等の外来も積極的にお受けしますのでご紹介頂ければ幸甚です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

放射線診断科・放射線治療科
診療科紹介

放射線治療医が常勤で対応致します
放射線治療科

野元　　諭放射線治療科　部長
の も と さとし
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リクライニングチェア 相談室 診察室

　当院では、令和元年 10 月に歯科口腔外科を開設いたしました。
　診察室には歯科診療ユニット３台、パノラマ、ＣＴを設置し、北村亮二副部長を
迎え、歯科衛生士２名と診療にあたります。
　診療の大半は、当院で手術、化学療法及び放射線治療を行う患者さんの周術期等
口腔機能管理となりますが、歯科開業医の先生方におかれましては、口腔顎顔面領
域の疾患の診断と外科的治療が必要な患者さんがいらっしゃいましたら、当科まで

　７月に外来化学療法室を1階から 2階フロアに移動し、ベッド数を 8床から 12床に増床するとともに、スペー
スも拡充し、明るくゆったりとした空間にリニューアルしました。12床のベッドのうち、リクライニングチェア

ご紹介ください。なお、外
来患者さんの一般歯科治療
（入れ歯の作製、虫歯の治療、
歯周病治療など）は行いま
せんのでご了承ください。
　外来診療につきましては、
完全予約制となっておりま
す。予約、急患のご依頼は
代表電話（093－471－1121）か
ら、歯科口腔外科までご連
絡お願いいたします。

北村　亮二
歯科口腔外科 副部長
きたむら りょうじ

外来化学療法室を拡充しました
Chemotherapyroom Renewal 

が 4 床あり、患者さんのご希望により選択が可能と
なっております。それぞれ専用のテレビが設置され
アメニティも充実しております。
　また、プライバシーが保たれている相談室を新設
しており、仕事と治療の両立支援相談など、がん看
護専門看護師とがん化学療法看護認定看護師が協働
し、がん相談を受けております。これからも患者さん・
ご家族を多方面からサポートし、安心して治療を受
けていただける環境を提供していきたいと考えてお
ります。今後もよりよい外来化学療法室となるよう、
スタッフ一同で取り組んでまいります。
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直通TEL

E - m a i l  

093-475-9686

看 護 師

室　　長

専用FAX

renkei.renk-k@kyushuh.johas.go.jp
地域医療連携室STAFF

093-473-5903
地域医療連携室をご利用ください

中島　 信能副 院 長

診療案内

地域医療連携室

午前8時15分～午前11時受付時間

急患は24時間随時受け付けます救急受付

午前8時45分～午後5時15分診療時間

土曜日・日曜日・祝日
年末年始（12月29日～1月3日）

5,500円
診療情報提供書のご持参を
お願いしております

休診日

初診時
選定療養費

● 電話・ＦＡＸによる紹介患者さんの受診予約・事前受付
● ＭＲＩ・ＣＴ・胃カメラ等の検査予約
● 救急診療のご依頼
● 転院に関する相談・紹介・問い合わせ
● 診療に関する様々な問い合わせ
● 患者さんに関する情報や返事が滞っている場合
● 診療情報提供書の発送業務
● 開放型病床利用に関すること
● セカンドオピニオン外来に関すること

事   　務

M S W

課 　 長

看護副部長

坂出 　友美／西村 ますみ／竹中 　芳美

今村 　　剛／

山口　 美香／

係 　 長

がん看護専門看護師

村岡 美紀子

岩﨑　 玲奈
慢性疾患看護専門看護師・脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 安永 　　惠

武久 亜紀子／久保 　良恵／黒田　 早苗／坂口 　美幸

上原 　敦子

〒800-0296 北九州市小倉南区曽根北町１－１

ホームページ　http://www.kyushuh.johas.go.jp
TEL 093-471-1121（代表）

九州労災病院前九州労災病院前

下曽根駅前下曽根駅前 中曽根新町中曽根新町

小倉東IC

JR日豊本線

市道222号線

苅田
行橋
苅田
行橋

トライアル

門司 北九州空港

小倉

安部山
公園駅

苅田駅

九州労災病院
労働者健康安全機構

国道10号線（バイパス）

ヤマダ
電機
ヤマダ
電機

サニーサイド
モール小倉
サニーサイド
モール小倉

ベスト電器

寺迫口寺迫口

下曽根駅 朽網駅

旧国道10号線

津田西津田西

寺迫口北寺迫口北

新竹馬橋北新竹馬橋北

AccessMAP
周辺案内図

北九州都市高速 長野出口

研修会
ご案内
の

※事前申し込み不要。

※お車でお越しの方は
　当院患者専用駐車場を
　ご利用下さい。

受け付けにて
無料駐車券を
お渡しいたします

九 労 地 域 医 療 連 携 勉 強 会

第3回 地域緩和ケア多職種カンファレンス

全ての職種の方が
対象となっており

ますので、

多数のご参加をお
待ちしております

10月17日 木

当院３階　講堂Ａ

19時00分 20時00分～

場　　所

開催時間

多施設で支えた40歳代胃がん患者の
　　　　　　  積極的治療への希望

日　　程


