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福岡大学病院は福岡市南西部
（城南区）に位置し、地域の中核
的存在として特定機能病院の役割
を担っています。現在、病床数
915床を有し、23診療科と15診
療部および18診療支援部門を中
心に約2,000人の職員で、基本
理念である「あたたかい医療」を
実践しています。また、大学病
院として、最先端の技術と豊富
な知識と経験を基にした診断や
治療を施し、多岐にわたる研究
成果を発信し、医師、看護師、
医学生や看護学生をはじめ様々
な医療従事者の教育も行ってい
ます。さらに2023年には開院
50年を迎え、新しく生まれ変わ
るべく新本館が建設中です。

学校法人福岡大学には長年親
しんだ校章があり、様々な広報
活動に利用されています。しか
し、福岡大学病院独自のロゴマー
クはなく、部署によっては独自の
ロゴマークをデザインし、ユニ
フォーム等に利用しているところ
もあります。

職員のユニフォームや職場のパ
ンフレット、その他様々な広報
活動に利用でき、職員のみなら
ず地域の皆様にとっても親しみや
すいロゴマークを作成すること
で、病院としての一体感、団結
力や親近感を醸成することがで
きるのではないかと考えました。
また、当院の臨床研修医に対し
ては、病院ロゴマーク入りの白衣
（あるいはスクラブ）を支給する
ことで、見た目の分かりやすさ
と職場同士の一体感を高めるこ
とにも繋がるのではないかとも
考えています。そこで今回、広く
市民から親しまれるようなロゴ
マークを一般公募した結果、次
の作品が選定されましたのでご
報告いたします。

この作品の二つのＦ（福大の頭
文字のＦ）は輪になるように組み
合わせられており、重なっている
二つの円は人の頭部で、一つは
福岡大学病院、そしてもう一つ
は地域の人を表しています。配
色は福岡大学病院の公式サイト
に使用している臙脂色、そしても
う一色は目をひく橙色を使用し、
エネルギッシュなイメージとなっ

ています。「あたたかい医療を通
じて、地域の人々とこれからも末
長く繋がっていきたい」という願
いが込められています。

このロゴマークとともに職員の
士気を高め、今後も「地域医療の
中核として皆様のお役に立てるよ
う行動し、そしてここ福岡大学病
院から世界に発信していく」とい
う強い思いを込め、様々な活動に
活用していきたいと考えています。

Think globally, act locally（広い視野で物事を考え、足元から行動する）

2021年11月より当院でマイナ
ンバーカードが保険証の代わりに
ご利用いただけるようになりまし
た。カードリーダーは、新館の初
再診受付に２台、本館の入院受付
に１台、救急外来受付に１台（合
計４台）設置しており、手順として
患者さんがマイナンバーカードを
カードリーダーにかざし、顔認証
またはパスワードの入力で保険証
の加入資格を受付で確認すること
ができます。

マイナンバーカードを保険証と
して使うメリットとして、まず患
者さんの待ち時間の短縮がありま
す。これまで、受付の職員が患
者さんから保険証を預かり、その
情報を確認していましたが、マイ
ナンバーカードを利用すると、保
険証を預かることなく、オンライ
ンで保険証の情報を確認するこ
とができます。これにより、受付
時間が簡素化され、短い受付時
間で患者さんを診療科へ案内する
ことができます。
次に、高額療養費制度（※１）

を利用される患者さんは、事前に
役所や職場等で限度額適用認定
証（※２）の交付を受けたうえで、
医療機関へご提示いただく必要が
ありましたが、マイナンバーカー
ドをカードリーダーにかざすこと
で限度額認定証の情報を取得で
きますので、患者さんは限度額以
上の支払いが不要になります。

その他、薬剤情報や特定健診
情報が閲覧できる機能を今後追
加する予定で、医療機関として更
なる診療の質向上を目指します。
現在、デジタル社会の実現化に
向けて、行政機関がマイナンバー
カードの普及を促進するととも
に、マイナンバーカードを活用し
て幅広いサービスや商品の購入に
利用できるマイナポイントを付与
していますので、まだマイナンバー
カードをお持ちでない方は是非こ
の機会をご利用ください。

※１　保険診療の支払いに関して、
所得に応じた自己負担限度額
が決定され、医療機関ごと、
医科・歯科別、入院・外来別
に適用される制度。

※２　患者さんが医療機関でお支払
いする一カ月あたりの自己負担
限度額が記載されている証明
書。（食事代や差額ベッド代等
は対象外）

マイナンバーカードの健康保険証利用

2022年１月より、患者さんの
待ち時間の短縮と感染リスク回避
の観点から、自動再来受付機の
運用を変更しています。
具体的には、予約時間が午前
10時以降の方を対象に予約時間
の90分以上前に来院されても受
付できない運用となっています。
また、午前８時30分から９時ま
での時間帯は大変混雑しますの
で、予約票に記載されている予約
時間にご来院ください。

患者さん並びにご家族の皆さま
が安心して診療を受けることがで

きるようご理解とご協力をお願い
いたします。

自動再来受付機の運用変更

マイナンバーカードの健康保険証利用と
自動再来受付機の運用変更について

福岡大学病院のロゴマークが誕生しました

※１

※２

Open! 当院では、
各種SNSを

開設しています！

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCYwMO3PwIaDYNVvXTXVUocA

Facebook
https://www.facebook.com/FukuokaUniversityHospital/

twitter
https://twitter.com/FukuokaUnivHosp https://www.instagram.com/fukuokaunivhosp/

instagram

医事課

副病院長（医療連携担当）

おがわ　まさひろ

　小川 正浩

最優秀賞を受賞された
　　　中野希美さんと岩﨑病院長
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Wi-Fi の利用と診察待合状況配信について入退院支援センター・周術期管理センターの紹介

看護部

よりなが　かつら

医療連携管理者　頼永 　桂
医療情報部

よしだ　よういちろう

部長　吉田 陽一郎

当センターは、入院予定の方
を対象に、入院中および退院後
に安心して療養生活を送ること
ができるよう多職種で支援をす
る部門です。「手術後、トイレに
行きたくなったらどうすればいい
の？」「入院のイメージがつかなく
て不安」、「入院費が払えるか
心配」、「仕事との両立ができる
かしら？」など入院に際し、様々
な 気 がかりに対して、医 師、
看護師、薬剤師、管理栄養士、
歯科衛生士、ソーシャルワーカー、
事務等の多職種で対応します。

2021年10月には、全身麻酔の
手術を受ける方だけではなく、
入院される方すべてを対象として
支援をするために、周術期管理
センターと業務を統合し、本館
１階に「入退院支援センター・
周術期管理センター」として拡充
いたしました。外来から入院、
退院後までを見据え、入院生活

や退院後の療養などにおける
不安や気がかりを入院前から
共有させていただき、院内だけ
ではなく、地域の行政や社会
福祉機関とも連携をとり、病気
に向き合う患者さん、ご家族を
支援しています。外来で入院が
決まりましたら、お気軽にご
相談ください。

センターについて

全身麻酔の手術を受けられる方は、入院までに安全
な手術実施のための準備を行います。術前評価として
身体機能を確認し、各種検査を行います。また、歯科
衛生士による口腔内の確認を行い、必要時は歯科口腔
外科医師による診察があります。麻酔科医や手術部看
護師が麻酔や手術に関することを丁寧に説明します。
当院の基本理念である「あたたかい医療」を届けるべ
く、病気と向き合う患者さんやご家族に寄り添い、入
院生活が安全で安心して過ごすことができるよう努め
てまいります。

各専門職の支援内容について

2022年２月より患者さん向けにWi-Fiをご利用いただける環境を構築しました。ご利用可能な時間帯と料金
を次のとおり示します。

Wi-Fi の利用について

2022年３月より、診察待合状況を確認いただけるようYouTubeの福岡大学病院公式チャンネルにて配信して
おります。待合スペースの掲示板にポスターを掲示しておりますので、QRコードを読み込んでご利用ください。
この診察待合状況の配信については一般向けの配信ではなく、特定のURLへアクセスした方のみ閲覧可能な環
境で配信しております。　※歯科口腔外科は直接ユニットに案内しますので表示しておりません。

診察待合状況配信について

ご利用可能時間帯⇒８：00 ～17：00
料金⇒無料
※１回の接続につき最大60分利用可能で、
　連続する３日間で３回の接続可能

外来患者さん

入院患者さん
ご利用可能時間帯⇒６：00 ～ 22：00
料金⇒下記のとおり

決済方法は
オンライン決済
となります。

1日間
1週間
2週間
4週間

250円
500円
900円
1,700円

ご利用期間 料金

　外来は各科受付にQRコードのポップを設置しております。また、
入院患者さん向けには、入院フロントにて入院の手続きの際に
ご利用ガイドを配布しております。（入院時にお忘れの際はスタッフ
ステーションにも準備しております。）是非ご利用ください。

　福岡大学病院公式チャンネルでは、セミナーをはじめ皆さんにとって有益な
動画を配信しておりますので、チャンネル登録をお願いいたします。

ご利用
ガイド

５秒おきに各診療科の待合状況が切り替わ
りますので、ご自身の受診する診療科と診察
番号を見合わせてご確認をお願いいたします。
診察が近づいてきましたら速やかに各診療
科の待合までお越しください。

メディカルソーシャルワーカー
仕事と病気の両立に関することや経済的なこと、
退院後の社会福祉制度利用や自宅療養に関する相
談等をお受けしています。円滑な療養生活支援の
ために、入院前からケアマネージャーや地域包括支
援センター等の保健福祉機関とも連携を行います。

薬剤師
お薬手帳を確認し、治療や検査
に影響のある薬等（休薬推奨薬）は
ないか、地域の薬局とも連携し、
薬剤管理を行います。

管理栄養士
栄養状態の評価、
食物アレルギーや
適性食種の確認を
行います。

看護師
入院に必要な情報の聴取、入院
に対する思いや気がかりの確認、
入院生活や治療過程の概要等の説
明を行います。

集合写真：最前列の左から2 番目


