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〒811-1355　福岡県福岡市南区大字桧原853-9　TEL：092-566-7061　FAX：092-566-7065

〒814-0155　福岡市城南区東油山1丁目33-7　TEL：092-874-3300　FAX：092-874-3310

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2
・訪問看護ステーションめおといわ：TEL：092-872-5353　FAX：092-872-5351
・ヘルパーステーションめおといわ：TEL：092-872-5352　FAX：092-872-5351
・居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ：TEL：092-872-5420　FAX：092-872-5351

・訪問看護ステーションめおといわ
・ヘルパーステーションめおといわ
・居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ

・デイサービスめおといわ「おおぞら」
・小規模多機能施設めおといわ「きずな」
・グループホームめおといわ「はなみずき」

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3
・デイサービスめおといわ「おおぞら」：TEL：092-407-0298　FAX：092-407-0264
・小規模多機能施設めおといわ「きずな」：TEL：092-407-0296　FAX：092-407-0264
・グループホームめおといわ「はなみずき」：TEL：092-407-0297　FAX：092-407-0264

■松山介護事業部　事務室
〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-407-0263　FAX：092-872-5351

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-5　TEL：092-874-5123　FAX：092-874-5133
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骨粗しょう症について

〜診療のご案内〜

医療法人社団誠仁会

1 2

医師

夫婦石病院

猪俣 慎二郎

　骨粗しょう症は年齢を重ねれば誰にでも起

こりうる病気で、我が国では 1000 万人以上

が罹患しているとされています。骨粗しょう症と

は、WHO（世界保健機関）により「低骨量と骨

組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱

性が増大し骨折の危険性が増大する疾患（原

文）」と定義されています。この定義は、骨がも

ろくなり骨折しやすい状態と言い換えることが

できます。

　原因は原発性と続発性に分類されます。原

発性とは、加齢によるもので食事・運動習慣

にも影響されます。女性の場合は、閉経に伴い

発症しやすくなります。続発性とは、内分泌疾

患や長期間のステロイド剤投与によるもので

す。

　初期にはほとんど症状がなく、年月を経て進

行し病的骨折を合併します。診断は、超音波

や X 線を用いた骨密度検査で行います。骨

密度が低下している場合や、病的骨折をすで

に合併している場合は、骨粗しょう症と診断さ

れます。

　初期治療はバランスの良い食事と適度な運

動が基本です。病状に応じて薬剤も処方され

ますが、患者さんや薬剤によっては副作用が

出ることもありますので定期的な受診・検査

が重要です。

　骨粗しょう症の最大の合併症は、病的骨折

です。通常であれば骨折しないような状況で

発生する骨折で、代表的な骨折に脊椎圧迫骨

折と大腿骨近位部骨折があります。　　

　脊椎圧迫骨折には、転倒や外傷に伴う新鮮

骨折と、いつの間にか起きている陳旧性骨折

があります。新鮮骨折の場合は動けないほど

の強い痛みがあり、病状により手術が必要に

なることがあります。陳旧性骨折はきっかけを

自覚していることは少なく、慢性的な痛みで

す。治療はリハビリテーションや鎮痛剤、コル

セット装着などです。なお、ぎっくり腰（急性腰

痛症）は検査で骨折がなく安静や鎮痛剤で軽

快することがほとんどで、骨折とは異なります。

　大腿骨近位部骨折は、尻もち程度の転倒で

も受傷することがあり、ほとんどの場合で手術

が必要になります。骨折すると日常生活に復帰

するまで長期間のリハビリテーションが必要に

なり、骨折予防が最重要です。

　病的骨折を予防するには、骨粗しょう症の

予防や治療が大事です。バランスの良い食事

を心がけ、可能であれば自宅内の段差を減ら

すといった環境整備を行いましょう。適度な運

動は、不意な転倒を防ぐための筋力・バラン

ス感覚の維持に有効です。

いの  また しん　じ 　ろう

皆様､日頃より大変お世話になっております。
今回 4月より医療法人社団誠仁会の理事長職を前理事長　瓦　隆先生より引継ぎました。
重責ではありますが、私なりにやれる事をしっかりやるという思いでいます。今後共ご指導ご鞭撻のほど宜しく
お願いいたします。
ところで、私が当法人に入職したのは平成17年 4月ですから11年があっという間に経過しました。
11年前の3月に前職を退職する直前に福岡で大きな地震がありました。
その前年の新潟中越地震では救護活動をした経験もあります。
この二つの地震を経験した私は、想定していない事がいつでも自分自身に降りかかる可能性があると理解してい
たつもりでしたが、いくら心構えがあったとしても現実にはとても厳しい環境に投げ出されてしまい右往左往する
だろうと今回の熊本地震で思いました。
そして同じように私達の前には、医療・看護・介護で厳しい状況に置かれ困っている方々がおられます。
その方々に安心していただける医療・看護・介護の提供を当法人職員一同一丸となってさせていただきますので、
今後共よろしくお願いいたします。

　4月26日～ 29日の 4日間、JRAT 本部の要請を受けJRAT 福岡先遣隊の一員として
JRAT 熊本活動本部に派遣されました。初日は到着後すぐに熊本市南部に隣接する宇城
地区への派遣を命じられ、現地スタッフとともに避難所を訪問し、実態調査を行いました。
2 日目からはまだ手つかずの状態であった菊陽・大津地区にいる DMAT・JMAT・
DPAT 等の各種支援団体との情報交換を行い、避難所の確認作業、避難者の心身機能
の聞き取り調査等を精力的に行いました。今後の継続的な支援活動の礎を築く活動でした。
　被害が甚大であった益城地区や南阿蘇地区は今後長期に渡り支援活動が必要と予想さ
れます。帰福後も JRAT 福岡の一員として切れ間の無い支援体制を早急に整える役割に
奔走しているところです。

DMAT：災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム
JMAT：日本医師会災害医療チーム
DPAT：災害派遣精神医療チーム
JRAT：大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会

理事長就任にあたって
医療法人 社団誠仁会

理事長 飯田 武史

熊本市へ職員を派遣しました
この度の熊本地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）の要請に基づき、
当院の永友リハビリテーション部長をJRAT現地活動本部に派遣しました。
今後も当院として、出来る限りの支援を行うとともに、
被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。　　活動期間：4月26日（火）～4月29日（金）

熊本地震災害派遣報告 リハビリテーション部 部長　永友　靖

ぜい  じゃく
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　骨粗しょう症は年齢を重ねれば誰にでも起

こりうる病気で、我が国では 1000 万人以上

が罹患しているとされています。骨粗しょう症と

は、WHO（世界保健機関）により「低骨量と骨

組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱

性が増大し骨折の危険性が増大する疾患（原

文）」と定義されています。この定義は、骨がも

ろくなり骨折しやすい状態と言い換えることが

できます。

　原因は原発性と続発性に分類されます。原

発性とは、加齢によるもので食事・運動習慣

にも影響されます。女性の場合は、閉経に伴い

発症しやすくなります。続発性とは、内分泌疾

患や長期間のステロイド剤投与によるもので

す。

　初期にはほとんど症状がなく、年月を経て進

行し病的骨折を合併します。診断は、超音波

や X 線を用いた骨密度検査で行います。骨

密度が低下している場合や、病的骨折をすで

に合併している場合は、骨粗しょう症と診断さ

れます。

　初期治療はバランスの良い食事と適度な運

動が基本です。病状に応じて薬剤も処方され

ますが、患者さんや薬剤によっては副作用が

出ることもありますので定期的な受診・検査

が重要です。

　骨粗しょう症の最大の合併症は、病的骨折

です。通常であれば骨折しないような状況で

発生する骨折で、代表的な骨折に脊椎圧迫骨

折と大腿骨近位部骨折があります。　　

　脊椎圧迫骨折には、転倒や外傷に伴う新鮮

骨折と、いつの間にか起きている陳旧性骨折

があります。新鮮骨折の場合は動けないほど

の強い痛みがあり、病状により手術が必要に

なることがあります。陳旧性骨折はきっかけを

自覚していることは少なく、慢性的な痛みで

す。治療はリハビリテーションや鎮痛剤、コル

セット装着などです。なお、ぎっくり腰（急性腰

痛症）は検査で骨折がなく安静や鎮痛剤で軽

快することがほとんどで、骨折とは異なります。

　大腿骨近位部骨折は、尻もち程度の転倒で

も受傷することがあり、ほとんどの場合で手術

が必要になります。骨折すると日常生活に復帰

するまで長期間のリハビリテーションが必要に

なり、骨折予防が最重要です。

　病的骨折を予防するには、骨粗しょう症の

予防や治療が大事です。バランスの良い食事

を心がけ、可能であれば自宅内の段差を減ら

すといった環境整備を行いましょう。適度な運

動は、不意な転倒を防ぐための筋力・バラン

ス感覚の維持に有効です。

いの  また しん　じ 　ろう

皆様､日頃より大変お世話になっております。
今回 4月より医療法人社団誠仁会の理事長職を前理事長　瓦　隆先生より引継ぎました。
重責ではありますが、私なりにやれる事をしっかりやるという思いでいます。今後共ご指導ご鞭撻のほど宜しく
お願いいたします。
ところで、私が当法人に入職したのは平成17年 4月ですから11年があっという間に経過しました。
11年前の3月に前職を退職する直前に福岡で大きな地震がありました。
その前年の新潟中越地震では救護活動をした経験もあります。
この二つの地震を経験した私は、想定していない事がいつでも自分自身に降りかかる可能性があると理解してい
たつもりでしたが、いくら心構えがあったとしても現実にはとても厳しい環境に投げ出されてしまい右往左往する
だろうと今回の熊本地震で思いました。
そして同じように私達の前には、医療・看護・介護で厳しい状況に置かれ困っている方々がおられます。
その方々に安心していただける医療・看護・介護の提供を当法人職員一同一丸となってさせていただきますので、
今後共よろしくお願いいたします。

　4月26日～ 29日の 4日間、JRAT 本部の要請を受けJRAT 福岡先遣隊の一員として
JRAT 熊本活動本部に派遣されました。初日は到着後すぐに熊本市南部に隣接する宇城
地区への派遣を命じられ、現地スタッフとともに避難所を訪問し、実態調査を行いました。
2 日目からはまだ手つかずの状態であった菊陽・大津地区にいる DMAT・JMAT・
DPAT 等の各種支援団体との情報交換を行い、避難所の確認作業、避難者の心身機能
の聞き取り調査等を精力的に行いました。今後の継続的な支援活動の礎を築く活動でした。
　被害が甚大であった益城地区や南阿蘇地区は今後長期に渡り支援活動が必要と予想さ
れます。帰福後も JRAT 福岡の一員として切れ間の無い支援体制を早急に整える役割に
奔走しているところです。

DMAT：災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム
JMAT：日本医師会災害医療チーム
DPAT：災害派遣精神医療チーム
JRAT：大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会

理事長就任にあたって
医療法人 社団誠仁会

理事長 飯田 武史

熊本市へ職員を派遣しました
この度の熊本地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）の要請に基づき、
当院の永友リハビリテーション部長をJRAT現地活動本部に派遣しました。
今後も当院として、出来る限りの支援を行うとともに、
被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。　　活動期間：4月26日（火）～4月29日（金）

熊本地震災害派遣報告 リハビリテーション部 部長　永友　靖

ぜい  じゃく



松山介護事業部だより

今回は松山介護事業部に隣接する松山診療所をご紹介致します

松山診療所

夫婦石病院を中核とした私たち医療法人 社団誠仁会は、連携医療機関の皆様のご協力を得て、『病

院で療養したくない』『家で療養したい』など在宅療養を希望される患者様のニーズに応えるため

に、医者、看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、ケアマネージャー、ソーシャルワーカーなどで

構成するチームによる在宅医療を平成 12 年から実践しております。平成 21 年 10 月、福岡市城

南区松山 2丁目に地元自治会を始めとした金山小学校区のみなさまのご理解とご協力により、在

宅療養支援診療機能を有する「松山診療所」（内科）を開設いたしました。これにより、当法人におけ

るこれまでの在宅療養支援体制が、さらに一段と厚みを増し、より地域に根差したチーム医療が可

能となり、地域の皆様の様々なニーズにお応えできるようになりましたことを感謝申し上げます。

所長　瓦　隆

当院は、禁煙治療に保険が使える医療機関に登録されています。

新しい治療薬と医師のアドバイスで禁煙率アップが望まれます。

【所　長】

瓦　隆（かわら　たかし）
松山診療所　所長

福岡大学医学部卒

担当科目：内科

専門分野：感染症、血液疾患、消化器疾患　他

所　　長／瓦　隆（かわら　たかし）

診療科目／内科（在宅療養支援機能有）

診療時間、医師が変わりました

外来診療の特徴
禁煙外来（保険診療による禁煙外来）

往診とは異なり身体的に通院が困難な患者様に対して行ういわば「自宅診療」になります。計画的な医学管

理のもとにスケジュールや診療方針を作成し、医師や看護師が定期的に訪問して診療を行うシステムで

す。往診のようにご連絡をいただいた際に伺うだけの診療ではありません。

当院は「在宅療養支援診療所」の指定を受けております。

訪問診療の特徴

＊在宅での療養を必要とされる方に 24時間体制で連絡、訪問看護、往診などのサポートができる保険医

療機関です。

＊診療所はケアマネージャー（介護支援専門員）や訪問看護師と連絡を取り合う事で質の良い在宅療養を

提供します。

＊お薬の必要な方には、訪問診療時等にご自宅で処方箋を発行します。

　かかりつけの薬局で処方も出来ますが、連携の調剤薬局からご自宅までの配達や服薬指導を受ける事も

出来ます。

＊入院が必要な場合は専門医療機関への入院を調整致します。

当診療所は地域に根ざした地域密着型の診療所でありたいと思っています。

また、併設する松山介護事業部との連携も行っており、医療だけではなく介護

相談も対応できますので、お困りの事などがありましたら皆様、お気軽にご相

談下さい。

在宅療養支援診療所とは？

訪問診療とは・・・

超音波を使って主に腹腔内の臓器を調べる検査で、全く苦痛はありません。

（主に肝臓、胆のう、脾臓、腎臓などです。）

超音波検査（エコー検査）

食道、胃、十二指腸を調べる検査です。経鼻内視鏡を設置していますので、

とても楽です。もし、鼻からカメラ挿入がダメな方でも、経口が可能です。

＊他にも各種健康診断・レントゲン撮影・心電図検査・特定健診・胃癌検診・

大腸癌検診、予防接種（インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン）等行っております。

内視鏡検査（胃カメラ検査）

  9：00～ 12：30

14：00～ 18：30

休診日

通常診療

日・祝祭日、お盆、年末年始

月 火 水 木 金 土

診療 診療 診療 往診 診療 休

松山診療所　医師紹介

診療時間

【副所長】

德永 晃（とくなが　あきら）
城南高校卒

福岡大学医学部卒

担当科目：内科

専門分野：肝臓病専門医、消化器病専門医

（診療所看護師：中村　英路）

医療法人社団誠仁会
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　病院から退院されて久しぶりの自宅生活は不安も大きいことと
思います。訪問リハビリのスタッフは病院リハビリテーションの
経験も豊富ですので、当院へ入院の方はもちろん、他院を退院さ
れた方でも安心して訪問リハビリをご利用いただけます。また当
院へ入院されている場合は現在担当の療法士と訪問リハビリの療
法士が密な連携をとることができますので自宅での訪問リハビリ
もスムーズに開始でき、在宅生活へ早く適応することが可能です。
詳しくは、夫婦石病院のホームページをご覧ください。

医療相談地域連携室の山本、訪問リハビリ事業所の長澤、または
担当のケアマネジャー、お近くの地域包括支援センターまでご連
絡ください。

　城南区松山の地域包括ケアセンター内にありました「訪問リハビリ」は 2015 年 9 月、新たに
夫婦石病院内の「訪問リハビリテーション事業所」として開設致しました。現在スタッフ３人で
月曜から金曜まで訪問リハビリを行っています。
　リハビリの内容としては、健康状態の確認（検温や血圧測定など）にはじまり、関節を柔らか
くしたり、筋力をつけたり、歩く練習といった身体的なプログラムから手工芸などの趣味的な活
動の提供、また自宅内の環境調整、自宅での動作確認・練習と病院やデイケアではなかなか行い
にくいリハビリを、利用される方それぞれの環境に合わせて実施しています。

Q1：どうして理学療法士や言語聴覚士になろうと思い
ましたか？

Q2：夫婦石病院のリハビリテーション部の印象を教え
て下さい。

Q3：社会人になって始めてみたいことはありますか？
Q4：休日はどのように過ごしていますか？
Q5：今後の目標を聞かせて下さい。

有富　桃子（理学療法士）
Q1：自分が入院していたときに、理学療法士の方とお会

いして、仕事の話を聞かせていただき、素敵な仕事
だなと思ったのがきっかけです。

Q2：笑い声や笑顔が多くて明るいなーと思いました。
Q3：九州の観光地をいろいろ訪れてみたいです。
Q4：友人と会ったり旅行したり・・・いろいろです。
Q5：一日でも早く、患者様から信頼していただける理学

療法士になりたいです。

藤森　麗樹（理学療法士）
Q1：中学で野球をしていたとき、理学療法士から怪我を

しないための運動方法を指導してもらいました。そ
のとき目指したいと思いました。

Q2：リハビリスタッフの皆さん全員仲が良く、とても雰
囲気が良い印象です。

Q3：身体を鍛えるためにジムに行きたいです。
Q4：野球が多いです。それ以外はドライブに行きます。

いつか宮崎の実家にも帰りたいです。
Q5：患者様のことを家族のように親身になって考えられ

る理学療法士になりたいです。

染川　麻衣子（言語聴覚士）
Q1：祖父が嚥下障害になったときに言語聴覚療法士の仕

事を知りました。食べれずに困っている人たちが少
しでも食べれるようになってほしいと思ったからで
す。

Q2：仲が良くて、皆で支え合っている印象が強いです。
Q3：高級な黒毛和牛を食べてみたいです！自分の車で旅

をしてみたいです。
Q4：よく歌を歌います。山登りをしたり本を読んだりも

します。
Q5：品位のある人間を目指します！

4月からフレッシュな3人が
仲間入りしました。新人紹介

理学療法士
有富 桃子
ありとみ  もも こ

理学療法士
皆田 享平
みな  た  きょうへい

理学療法士
長澤 徳子
ながさわ  のり こ

作業療法士
米倉 夕子
よねくら  ゆう こ

ふじもり  よし き
理学療法士
藤森 麗樹

そめかわ   ま   い   こ
言語聴覚士
染川 麻衣子

リハビリテーション部

このようなリハビリを行います

・健康状態の確認
　（検温、血圧、脈拍などの測定、全身状態の確認）
・機能訓練
　（関節可動域練習、筋力増強練習など）
・動作練習
　（ベッドからの起き上がり、立ち上がり、室内歩行、屋外歩行など）
・日常生活動作練習（排泄、食事、更衣、入浴など）
・余暇活動

夫婦石病院内のリハビリスタッフルーム

主治医の先生、ケアマ
ネージャーさん、訪問
看護師さんやヘルパー
さんと密に情報交換を
行っています

住み慣れた環境でその人
らしく生活できるようお
手伝いしています

私たちが元気に
ご自宅まで伺います！

・・・訪問リハビリテーション・・・

密な連携で
　質の高い在宅生活を支えます

イキイキ元気な

あり とみ  　　 もも   こ

ふじ もり  　　 よし   き

そめ かわ   　　 ま     い     こ

お問い合わせ先 夫婦石病院　TEL：092-566-4161

医療法人社団誠仁会
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ひろば

5月14日（土）南体育館にて、南区の9病院9チームでバレーボール大会が開催されました。
今回は30回目の節目の大会という事もあり、どの病院も優勝へ向けて気合十分で試合に臨みました。
午前中、3チーム毎の3ブロックに分かれて予選を行いました。
我が夫婦石チームも快調に一位通過し、決勝リーグへ進みました。
一位ブロックでは、前回優勝の福岡整形チームフルセットで敗れ、次の試合では今回優勝の九州中央チームにもフルセットで敗れ
三位となりました。
勝利まであと一歩でしたが、この悔しい経験を生かし、次の大会では美味しいお酒が飲めるよう練習に励みたいと思います。
当日応援いただきました皆様、ありがとうございました。

第30回南区事務長会バレーボール大会

試合結果
≪予選リーグ≫
夫婦石病院（2‐0）西岡病院
夫婦石病院（2‐0）井口野間病院

≪決勝リーグ1位ブロック≫
夫婦石病院（1－2）福岡整形外科病院
夫婦石病院（1‐2）九州中央病院

最終成績
優勝　九州中央病院
 2位　福岡整形外科病院
 3位　夫婦石病院
 4位　原病院
 5位　西岡病院
 6位　福岡保養院
 7位　那珂川病院
 8位　中村病院
 9位　井口野間病院

3位入賞！久留米市出身　福岡大学医学部卒　福岡大学病院一内科入局

福岡市医師会成人病センター　福岡大学病院消化器内科から、

本年4月より、夫婦石病院勤務

　昨年の12月に、目の病気を患って、ゴルフをしていなかったので、そろ

そろ、ゴルフを頑張ろうと思っています。最近、ショットナビ（GPSでグ

リーンまでの距離を測定する機械、ゴルフをしている人しかわからない

事で、すみません。）を買ったので、夫婦石病院のゴルフ大会で使用しよ

うと思い、説明書を読んで勉強中です。

　福大救命センターの時に、若い女性の方が劇症肝炎になり、血漿交換、透析をしても厳しい状

態で、福大消化器外科で生体肝移植を行いました。その方が数年後出産され、お母さんになった

事です。

　今までに勤務したところが、急性期の病院ばかりで、リハビリを行う病院に

患者さんを転院させる側でした。そのため、夫婦石病院のリハビリ施設の充

実、看護、連携室の重要性を改めて認識させられました。

　個人的には、福大と福岡市医師会成人病センターでは、NST委員（栄養サ

ポートチーム）でしたので、嚥下の評価のVE（嚥下内視鏡）が印象的でした。

　最後に、まだ慣れない事が多く、職員の皆様にご迷惑をかけますが、宜しく

お願いします。

　寝る前にご飯を食べる事です（笑）。学生の時から、順調に体重が増加し

たので、痩せた自分を見かけたら、その時に健康管理法を聞いて下さい。

医療法人社団誠仁会

7 8

ボランティアさん いらっしゃ～い
　夫婦石病院では、患者さんが少しでも安心して療養できるよう、スタッフとともにより良い療養
環境づくりをサポートしていただけるボランティアさんを募集しています。

　活動の内容は、患者さんに快適な入院生活を送っていただくための環境整備から、ダンスやマ
ジックなどを披露していただく、イベントボランティアまで…
　ご希望があれば相談しながら、活動支援致します。

TEL：092－566－7061　FAX：092－566－7205
E－mail：iryousodan@meotoiwa.com
担当窓口：ボランティア コーディネーター
　　　　　（総務課、または医療相談地域連携室まで）

〈問い合わせ先〉〈問い合わせ先〉
少しのお時間でも構いません!
人数や年齢、資格あるなしに
関わらず、お気軽にご連絡ください!!

経　歴

現在はまっている事は何ですか？

医師になって印象深い出来事はどのような事ですか

夫婦石病院の印象をお聞かせください

健康管理法は？

新入職員紹介 喜多村 祐次 先生



ひろば
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SEIJINKAI

医療法人  社団誠仁会  グループ

社団誠仁会  施設周辺マップ

■夫婦石病院 http://www.meotoiwa.com/

■小規模多機能施設　めおといわ「ゆい」
<地域包括ケアセンター東油山介護事業部>

http://www.meotoiwa.com/yui/

■ケアセンター めおといわ
<地域包括ケアセンター松山介護事業部>

http://www.meotoiwa.com/care/

■地域包括ケアセンター松山 http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/
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■松山診療所 http://meotoiwa.com/matsuyama/

〒811-1355　福岡県福岡市南区大字桧原853-9　TEL：092-566-7061　FAX：092-566-7065

〒814-0155　福岡市城南区東油山1丁目33-7　TEL：092-874-3300　FAX：092-874-3310

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2
・訪問看護ステーションめおといわ：TEL：092-872-5353　FAX：092-872-5351
・ヘルパーステーションめおといわ：TEL：092-872-5352　FAX：092-872-5351
・居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ：TEL：092-872-5420　FAX：092-872-5351

・訪問看護ステーションめおといわ
・ヘルパーステーションめおといわ
・居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ

・デイサービスめおといわ「おおぞら」
・小規模多機能施設めおといわ「きずな」
・グループホームめおといわ「はなみずき」

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3
・デイサービスめおといわ「おおぞら」：TEL：092-407-0298　FAX：092-407-0264
・小規模多機能施設めおといわ「きずな」：TEL：092-407-0296　FAX：092-407-0264
・グループホームめおといわ「はなみずき」：TEL：092-407-0297　FAX：092-407-0264

■松山介護事業部　事務室
〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-407-0263　FAX：092-872-5351

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-5　TEL：092-874-5123　FAX：092-874-5133

小規模多機能施設
めおといわ「ゆい」

夫婦石病院
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医療法人　社団誠仁会　広報誌 ご自由にお持ちください
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