




・ラジオ波による血管内治療

当院で最も多く行われている手術です。

膝の上か下からカテーテルを挿入し、逆流している静脈をラジオ波の熱で焼きつぶし、血流をなくして治

療する方法です。ぼこぼこした静脈瘤は小さな穴を空けて、フックを使って取り出し切除します。

手術の後は傷を糸で縫ったりすることはありません。局所麻酔で行いだいたい４０分程度で終了する手術

で、日帰り手術も可能ですが、１泊入院をおすすめしております。以前の手術を比べて、時間も短縮され、

痛みも軽くなりました。

・ストリッピング手術

以前は最も行われていた手術です。逆流している静脈にワイヤーを通して抜き去る方法です。以前は最も

行われていた手術ですが、血管内治療の出現で今はほとんどすることがなくなりました。

・硬化療法

静脈瘤に硬化剤を直接注入して静脈瘤をくっつけて治す方法です。様々な静脈瘤で行いますが、根本的な

治療にはなりません。蜘蛛の巣状や網目状の静脈瘤の方に多く行われています。

治　療

手術のタイミング

基本的には足の症状（だるさ、むくみ、こむら返り）が出たときが、治療のタイミングです。

皮膚炎や潰瘍を起こしている方は早めの手術をおすすめしています。

最近は男性の方も多く受けられています。孫から静脈瘤が気持ち悪いと言われたとか、ゴルフで毎回指摘

されるなどといった患者さんも増えてきています。

静脈瘤でも様々な患者さんがおられますので、気になる方は是非当院血管外科を受診してください。

運動・マッサージなどによる生活習慣の改善

下肢静脈瘤は、静脈弁が壊れて血液が重力に逆らって心臓にうまく戻らなくなる病気です。したがって、

長い時間立っていると症状が強くなり、病気が進行しやすくなります。１ヶ所に長時間じっと立っている

のは避け、できるだけ歩き回ったり、１時間に１回程度は休憩をとるようにしましょう。パソコンなどの

作業で、椅子に長時間座ったままもよくありませんので、足首の運動をしたり、足台で足を高くするよう

にしましょう。お風呂で足のマッサージをしたり、夜就寝時に足を高くするのも効果的です。 

→
→

ふくらはぎあたりを、上方向に
（心臓に向けて）
さするようにマッサージする

足のむくみを改善する運動・マッサージ（足の血行を促す）

■つま先を上げ下げする

■両足を上げて、ブラブラさせる

■立ち仕事の人は１～時間毎に休憩を

■毎日、歩く習慣をもつ

■足を上げて休む

■足先をラクな形で上げて寝る



「仕事をするのであれば楽しく

笑いながら仕事をしたい。」

麻酔科医　石田 雄大

うちのドクター

今後は在宅医療の受け皿を

　　　　　しっかりとつくっていきたい。

                         

今後は在宅医療の受け皿を

　　　　　しっかりとつくっていきたい。

                         

　　　　　趣味・特技をおしえてください。

麻雀が好きです。麻雀は、島袋先生（副院長）、今

村先生（整形外科部長）やコメディカルの方たちと

月１回集まって診療科の枠を超えて交流を深めてい

ます。ピアノもやっていて聞くのも弾くのも好きで

す。あとサッカーも好きです。体を動かすことが好

きで、スポーツジムに通っています。

　　　　　今後の目標を教えてください。

今は、在宅医療が一番おもしろくて、いろいろな理

由で通院が難しい方のご自宅に伺い、治療をし、ス

トレスを取り除いていくんです。

在宅医療に移行することで元気になる方もたくさん

いて、患者さんの笑顔が増えるんです。これからは

国も入院ではなく、在宅医療に力を入れていくだろ

うし、今後は在宅医療の受け皿をしっかりと作って

いきたいと思っています。

僕が貝塚病院に来たころは、訪問診療は月３０～４

０件でしたけど今は月４００件程になりました。

これからはもっと東区の地域医療に貢献していきた

いです。患者さんを満足させるには、自分たちの健

康や精神状態が正常で、笑顔で働けることが大事な

のでそういう環境をつくっていくことも大事だと思

います。仕事をきちんとして病院に貢献するのは当

たり前。同じ仕事をするのであれば楽しく笑いなが

ら仕事をしたいと思っています。それが在宅医療の

普及や患者さんの満足度につながって、おのずと件

数が増えていくんだと思います。不満があるといい

医療はできませんからね。

　　　　　先生の経歴をおしえてください。

北九州市八幡西区出身です。高校は東筑高校、大学は長崎大

学です。和白病院で３年間後期研修医をしていました。

手術麻酔を多くしていて別のこともやりたいなと思っていた

時に、以前から知り合いだった松下先生（麻酔科部長）から

お誘いがあって２０１４年より貝塚病院に勤務し始めました。

松下先生は痛み外来で SCS（脊椎刺激療法）をたくさんされ

ていて、いろいろと先生からは学ぶことが多いんです。

　　　　　医師になろうと思ったきっかけを教えてください。

父の影響が大きいです。父が泌尿器科の医者で憧れていまし

た。その父が、がんの手術をしたことがあって、自分も医療

に携わって患者さんを助けたいと思うようになったのがきっ

かけです。それと兄の影響もあります。兄は３つ年上の形成

外科医です。先に長崎大学に行き、追いかけるように長崎大

学に進学しました。一人でいるのが苦手で寂しがり屋なので

当時は兄と一緒に住んでいました。

　　　　　麻酔科を選んだ理由は何ですか。

実習で全部の科を回り、自

分の性格や雰囲気に合って

いそうだと思ったからで

す。

麻酔科は麻酔の全身管理や

いろいろな科の手術の麻酔

を担当するので、各科の知

識も必要で、学ぶことが多

くておもしろいんです。
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—

—



ナースレターナースレター
第１回第１回

アビちゃんの畑アビちゃんの畑

こんにちは、外来主任の阿比留です。

今回、何か『すまいる』でお話をしてくださいと

のことで、昨年から始めた『野菜つくり』につい

てお話したいと思います。昨年４月から農家さん

に畑を借りて野菜つくりをはじめました。

思いついたきっかけはセカンドライフに備えてと

野菜を自分で作ってみたいと思ったからです。

３×１０ｍの範囲の畑を借りて農家さんに指導し

ていただきながら１年通して野菜を作ってきまし

た。初めてということもあり畝つくりって？種植

え・苗植えをどうしたらいい？

間引きって何？まったくの未知の世界でした。

毎週末に雑草を刈るためにカマを振り回してま

したが、ある意味良いストレス発散にもなりま

した。

中には収穫まで至らなかったものもあります

が、一から育てて野菜ができて、収穫できた時

はとても嬉しかったです。

中には収穫まで至らなかったものもあります

が、一から育てて野菜ができて、収穫できた時

はとても嬉しかったです。収穫した野菜で自分

で消費しきれないものは職場のスタッフにおす

そ分けをしたりしました。野菜を育てるのは大

変でしたが、実り、大きくなり、収穫できた時

の喜びは格別です。

今年も継続して野菜つくりをするつもりなので昨
年よりはうまくできるように頑張りたいと思いま
す。農家さんの教えで『野菜は心をこめて育てた
分がそのまま返ってきます』と言われました。
４月になり新人さんも入ってきました。新人さん
も同様に教育は大変ですが、大事に育て、一緒に
頑張って行ければと思います。
今年度もよろしくお願いします。









井本 智宏先生

消化器内科

５月１２日（土）/１４：００～１６：００

【腎臓にまつわる
         色々な話】

腎透析科

江里口 理恵子先生

【何でも話そう！ Hanaso Project】
話そうプロジェクト

場所：１Fロビー
場所：第１会議室
（管理棟１階駐車場奥）

医療相談　　：川口院長

在宅医療相談：及川医師

骨塩測定

結果説明

相談ブース

吹奏楽演奏：箱崎中学校

洋菓子販売　　：ぷるる

15：3０～ / 場所：１Fロビー

エレクトーン演奏
14：0０～
場所：第１会議室

りあんの会（乳がん患者の会）

Hanaso Project
   （GIDの会）

ライフリレーネットワーク
　　　　（動物救済の会）

相談ブース

：垣花医師

放射線科医師 清水勅君先生

健康体操
１Fロビー

TSUTAYA カフェ
たこ焼き

正面玄関横
アロママッサージ体験

ふぐのコンフィ：博多い津み゙

医療講演
第２回

GIDミーティング
１５：００～

イベント 販売ブース

１４：００～

体験ブース

理解しよう健康な体、理解しようみんなのこと理解しよう健康な体、理解しようみんなのこと

講演、各ブースで３つスタンプを集めると、野菜の詰め合わせと交換します。
医療講演とGID、その他１つです。

　　　
　
　

　　
スタンプラリー開催　

　　　
　
　

　　
スタンプラリー開催　

（先着１０名）

貝塚健康フェスタ
駐車場あり
　（無料）
駐車場あり
　（無料）
駐車場あり
　（無料）

貝塚病院
１Fロビー

場所
貝塚病院
１Fロビー

場所

新任医師紹介

【出身大学】

愛知医科大学卒業

【趣味】

ドライブ・旅行

【コメント】

患者さんやその家族の気持ちやニーズに

できるだけ沿った医療を提供したいと思

います。

長濱 俊一先生

健診センター長

【出身大学】

九州大学 消化器総合外科

【趣味】

読書・映画鑑賞

【特技】

医療面接

デスエデュケーション

【コメント】
内視鏡・外科・消化器科プライマリーケアも担

当いたします。よろしくお願い致します。個人

的には緩和ケアまで視野に入れて精進したいと

考えています。



こんにちは。診療放射線技師 1 年目の花田侑紀です。

4 月からこの貝塚病院で働き始めて早いもので 1 年が経とうしています。

日々慣れない業務に追われ、あっという間に過ぎた１年でしたが、先輩方の指導のお

かげで少しずつ出来る事も増えてきたような気がします。もちろんまだまだ未熟で覚

えなければいけないことや課題が多くありますので、２年目も体当たりで日々精進し

ていきたいと思います。

さて私事ですが先日、マンモグラフィー認定試験にて無事に A 認定を取得する事が出

来ました。入職した当初から１年目で必ず取得することを目標にしていた為、今回無

事に達成できてとてもほっとしました。ただ学生の時とは違い、働きながら勉強をす

るという事は想像以上に大変で睡魔と戦いながらもういいかなと思う事も何度もあり

ました。その分得られた知識や技術など、実際の現場で生かせることは多く、自分に

とってもひとつ自信になったような気がします。

４月から新年度となり新しい方が入ってきたり雰囲気も

変わったりと慌ただしくなりますが、年度始めに気持ち

新たに目標を立ててみるのもいいかもしれないですね。

ただ、気持ち休まらない季節でもありますので、体調に

は充分気をつけて新年度も頑張っていきましょう。

花田 侑紀放射線科

東区自治協第５ブロックをより安心して暮らせるエリアにするために

重度な要介護状態となっても、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、国は、

住まい、医療、介護、予防、生活支援が、日常生活の場で

一体的に提供できる地域での体制（地域包括ケアシステム）

づくりを推進しています。 

箱崎 東箱崎 馬出 松島 筥松

http://www.fukuokaeast.-care.jp/

地域包括ケアシステムのホームページを

ご覧ください。

今回は麻酔科の石田先生にインタビューさ

せていただきました。丁寧な語り口で医療

に対して多くのことを語っていただきまし

た。一部しか掲載できないのが残念です。

石田先生ありがとうございました。

▲桜が満開でした。

編集後記



　　　　　　　　　　　　　　　

あおばクリニック　　　　　　　　　663-2037

浅部クリニック　　　　　　　　　　671-2150

うえの内科クリニック　　　　　　　683-3237

うだ脳神経外科クリニック　　　　　672-1204

香椎内科診療所　　　　　　　　　　672-0808

かわさき内科循環器科クリニック　　663-8828

タカハラ整形外科クリニック　　　　671-0008

酒見内科胃腸科医院　　　　　　　　681-0553

たつやまファミリークリニック　　　674-2066

田坂医院　　　　　　　　　　　　　661-6730

まえだクリニック　　　　　　　　　410-5222

西藤医院　　　　　　　　　　　　　608-3110

内藤整形外科医院　　　　　　　　　608-0066

江森医院　　　　　　　　　　　　　661-2525

川崎外科整形外科医院　　　　　　　663-3806

おおがみ医院　　　　　　　　　　　663-1919

宮崎内科クリニック　　　　　　　　681-6777

辻内科クリニック　　　　　　　　　622-5800

千早腎・泌尿器科クリニック　　　　682-2121

おくだクリニック　　　　　　　　　661-9555

たろうクリニック　　　　　　　　　410-3333

千早ハートクリニック　　　　　　　663-1900

なかむら眼科　　　　　　　　　　　692-9955

はらまき内科消化器科クリニック　　681-1324

松井内科胃腸クリニック　　　　　　673-7800

丸岡内科小児科クリニック　　　　　663-5234

宮近整形外科医院　　　　　　　　　672-0071

和田美也内科クリニック　　　　　　683-3838

　

鮎川内科　　　　　　　　　　　　　663-6633

石橋整形外科　　　　　　　　　　　691-1031

中山医院　　　　　　　　　　　　　691-3660

　　　　　　　　　　　　　　　

　三苫石井病院　　　　　　　　　　  606-6013

  まつもと内科クリニック　　　　　　671-1233

　　　　　　　　　　　　　　　

　くすもとクリニック　　　　　　　　607-2345

　　　　　　　　　　　　　　　

　入江内科小児科医院　　　　　　　　651-4521

　岡田内科クリニック　　　　　　　　651-7011

　陣内整形外科内科医院　　　　　　　651-0747

　田村医院　　　　　　　　　　　　　651-2310

　二宮医院　　　　　　　　               651-1327

　はーとクリニック　　　　　　　　　632-7111

　ふじの内科循環器科クリニック　　　641-5003

　増田内科小児科医院　　　　　　　　651-2824

　荒巻医院　　　　　　　　　　　　　629-3311

　髙野胃腸科　　　　　　　　　　　　622-1461

　添島内科医院　　　　　　　　　　　691-3663

　井本クリニック　　　　　　　　　　621-3455

　はこざき公園内科医院　　　　　　　624-3531

　ふれあいハートクリニック　　　　　406-0355

　ゆめタウン総合クリニック　　　　　631-8027

　かもりクリニック　　　　　　　　　661-3311

　平沼整形外科　　　　　　　　　　　672-5600

　いわくに内科クリニック　　　　　　683-1877

　内田整形外科医院　　　　　　　　　681-2511

　ふくどめ内科医院　　　　　　　　　681-1516

　福岡ハートクリニック　　　　　　　663-3806

　三好医院　　　　　　　　　　　　　682-1547

　あんのうクリニック　　　　　　　　607-8455

　坂本脳神経外科クリニック　　　　　605-8282

　トーマ・クリニック　　　　　　　　943-3335

貝塚病院は、患者さまがかかり付けを選びやすいように、以下の医療機関と連携しています。

詳しい診療内容をお知りになりたい方は、地域医療連携室までお問い合わせください。

病診連携登録医療機関一覧

青葉地区

唐原地区

奈多地区

箱崎地区

筥松地区

八田地区

原田地区

東浜地区

松崎地区

水谷地区

若宮地区

和白地区

古賀地区

塩浜地区

千早地区

土井地区

城浜団地

雁ノ巣地区

多々良地区

多の津地区

舞松原地区

香椎地区

三苫地区




