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■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
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夫婦石病院
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飲酒と健康

〜診療のご案内〜

医師

夫婦石病院

猪俣 慎二郎

　飲酒は、コミュニケーションや心身のリラッ

クスに役立ちます。全く飲まないよりも適度に

飲む方が総死亡率は低い（Jカーブ効果）、と

いう研究結果もあります。

　厚生労働省は「節度ある適切な飲酒」を、

純アルコールで平均20g/日としています。

ビール中びん1本/日、日本酒1合/日、焼酎

0.6合/日程度に該当しますが、年齢や体質・

健康状態などによって適量は変わります。ま

たアルコールと相互作用のある薬剤もあり、

心配な方は医師や薬剤師に確認したほうが

安心です。飲酒後の運動や入浴も注意が必

要です。妊娠中や授乳中の女性は飲酒を控

えましょう。

　飲酒を始めると、ほろ酔い期→酩酊期→

泥酔期→昏睡期の順で症状が出現します。

リラックスして心地よいのは「ほろ酔い期」ま

でで、「酩酊期」になると感情的になり呂律が

回らなくなってきます。「泥酔期」では嘔吐や

辻褄の合わない話が増え、次第に朦朧状態

となって足元がおぼつかなくなり、転倒の危

険が高まります。「昏睡期」では意識不明とな

り、死亡の可能性があります。

　血中アルコール濃度は、摂取からピークに

達するまで30～60分を要します。そのため、

短時間内の大量飲酒では「ほろ酔い期」や

「酩酊期」が出る前に「泥酔期」や「昏睡期」

に到達し、急性アルコール中毒の原因になり

かねません。空腹での飲酒は血中アルコー

ル濃度がより速やかに上昇するため、危険性

が高まります。重症急性アルコール中毒とな

れば致命的です。

　一方、長期間の多量飲酒を続けると飲酒

せずにいられなくなるアルコール依存症を引

き起こします。飲酒するために嘘をついたり

暴力的になったりすることもあり、自分の意思

で飲酒を止めることは不可能になります。ア

ルコール依存症は不眠症やうつ病を合併し

やすいことも知られていますが、アルコールは

睡眠薬の代わりにはなりません。逆に睡眠の

質が下がり、より深く眠るために飲酒量が増

えてしまうことが分かっています。身体にも大

きな影響があります。肝硬変や肝癌の原因と

なり、口腔・咽喉頭・食道・大腸癌および乳癌

の発生率が上がります。生活習慣病の発症

や進行に関わり、脳卒中の発症リスクを高め

ます。脳症や認知症の原因にもなります。

　冒頭の「Jカーブ効果」は飲酒習慣がない

人に飲酒をすすめるものではなく、過剰飲酒

する人に適量を推奨するものです。節度を守

り上手に付きあっていきましょう。

い の  ま た し ん 　 じ 　ろう

▲

月並な質問ですが、薬剤師を志された動機は
何ですか？

　小学校3年生の時に腹膜炎で入院した際、な
かなか錠剤が飲めず大変でした。
　その時、病院の薬剤師さんが工夫して服用さ
せてくれました。その後、製薬会社に勤務し、
薬剤師の学会の手伝いで出席した際、子供の頃
を思い出した事がありました。
　自分自身は、営業向きと思っていたのです
が、患者さんの為になることがあるのではない
かと思い、薬剤師の仕事を考え選びました。

▲

夫婦石病院へ入職された経緯をお聞かせ下さい。
　以前は県外の薬局に勤務していましたが、実
家の諸事情もあり、地元近くの病院を考え、入
職させていただきました。

▲
薬局での普段の仕事の内容と特徴をお聞かせ
下さい。

　当院では、入院時の持参薬の確認、入院中の
お薬の提案など行い、患者さんが安心して服用
できるように業務を行っています。患者さんや

ご家族の方からの依頼やその他必要に応じて、
お薬について説明し、服用薬の管理を行ってい
ます。
　入院中は、お薬の飲み忘れがないように入院
患者さん全員に一包化して調剤し、安心して服
用していただいています。

▲

やりがいを感じる時はどういう時ですか？ま
た、苦労話などあれば教えて下さい。

　お薬をしっかり服用していただく事により、
患者さんが元気になって退院された時に大変喜
びを感じます。

▲

最後に、ストレス解消法や休日の過ごし方や
趣味について教えて下さい。

　休日については、時間ができれば、当院に隣
接するテニスクラブでテニスをしたり、若い頃
流行っていたボーリングや映画鑑賞で余暇を楽
しんでいます。

ひと インタビュー

薬局長

仲野 浩史
福岡市生まれ
大学卒業後、製薬会社に入社。
福岡支店営業部、宮崎営業部を経て退職。
その後､調剤薬局勤務経て平成 21 年より
当院勤務。平成 23 年 4 月より現職。

な か  の  ひ ろ  し

今回の「ひとインタビュー」は仲野薬局長です。
普段の薬局の状況やプライベートについてお話をお伺いしました。

医療法人社団誠仁会　夫婦石病院 Meotoiwa Hospital
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入浴

更衣

トイレ

身だしなみ

移乗練習

ST

これは何の
絵でしょうか？

家庭用のお風呂も
あります。

上着は右袖から
通しましょう。

今度は反対側も
剃ってみましょう。

車椅子に移りましょう。

OT

お金はいくら
必要ですか？

買い物練習言語練習

（医師、リハビリ3～4名、看護師2名、
介護士1名、ソーシャルワーカー1名）
身体機能や精神機能、言語機能、嚥下機能
などを確認し、患者さんやご家族の希望に
沿って退院までの目標を決めます。

　夫婦石病院には、脳卒中発症後や骨折などによる手術後の集中的な治療の後、機能の改善と社会復帰を目指
してリハビリテーションを集中的に行う、「回復期リハビリテーション病棟」があります。
　回復期リハビリテーション病棟は、365 日体制で最大 3 時間 /1 日のリハビリを行うことができ、獲得した運
動機能はすぐに病棟生活の中で生かせるよう生活そのものがリハビリとなっています。
　医師を中心にリハビリ、看護師、介護士、薬剤師、栄養士、医療ソーシャルワーカー等多くの専門職がチー
ムとなって社会復帰のお手伝いをします。

～回復期リハビリテーション病棟～
「生活まるごとリハビリテーション」

リハビリテーション部 ～応用動作編～

～病棟生活編～

合同初診

生活動作の獲得を目指して
積極的なリハビリが始まります。入棟

退院

日常生活動作練習
（ADL練習）

指を動かしてみましょう。
つかむことができますか？

OT

OT

ST

摂食嚥下練習

病室での関節運動

起き上がり練習 移乗練習

起立練習

手指練習

料理練習

飲み込みが上手に
なってきましたね。

うまく両手が
使えていますね。

立ち上がりますよ。

できるかな。

PT

下り坂なので
気を付けましょう。

外は気持ちが
いいですね。

　診断名が同じでも患者さんの症
状は様々です。その方に合わせた
リハビリができるように他職種の
意見を取り入れながら治療方針を
考えています。
　365日リハビリが行える回復期
病棟の良さを生かして早期の回
復、社会復帰を目指しています。

医師：河合 智聡

家屋調査
ご自宅の廊下や部屋の段差などを確
認して、効果的なリハビリメニュー
を作成します。
（＊必要に応じて訪問を行います）

理学療法　PT
運動療法、装具療法、物理療
法を用いて麻痺の回復や筋力
強化、痛みの軽減を図り、動
作の獲得を目指します。

作業療法　OT
作業活動を通して、生活
動作や認知、思考力など
運動機能や精神機能の改
善を目指します。

言語聴覚療法　ST
「話す」「聞く」「読む」
「書く」というコミュ
ニ ケ ー シ ョ ン 能 力、

「食べる」ために必要
な嚥下機能の改善を
行います。

リハビリテーション
（機能回復練習）

かわいちさと

どんな障害の患者さんもあきらめずに可能性を探しています。リハ
ビリが生活動作に生かされご本人やご家族の笑顔が増えていくと私
たちも嬉しくなります。リハビリの改善を生活の改善へついないで
いくことが回復期リハビリ病棟の役割と考えています。
皆さんの笑顔が私たちの活力の源です。 リハビリ主任作業療法士：大塚 香奈

おおつか かな

障害の程度や年齢に関係なく諦
めないでチャレンジしていま
す。リハビリでできるように
なった動作は実際の病棟生活で
も実践しています。また日中、
離床して過ごせるように病棟で
の活動プログラムも用意してい
ます。

病棟看護師長：大坪 恵子
おおつぼ けいこ

退院後の生活を想定してリハビリの進捗状況や病棟での生活
状況を多職種で確認し、生活目標の見直しを行います。

ケアカンファレンス（月1回）

ご本人、ご家族とケアマネージャーさんを始め、退院後に関
わる介護保険サービス事業所の方々にお越しいただいてご本
人、ご家族の希望をお聞きしながら退院後の生活がスムース
にいくよう在宅サービスの検討を行います。

退院前カンファレンス（退院前2～3週間）

屋外歩行練習

リハビリでできるようになった
動作が生活へ生かせるよう病棟
やリハビリスタッフと協力して
支援を行っています。毎日24時
間、病棟生活をサポートしてい
ますので、日中だけでなく夜間
も普段と違う様子があれば声掛
けを多くしたり環境を整えたり
など、患者さんが元気になれる
関わりを心がけています。

主任介護士：門田 昌一郎
かどた しょういちろう

病気やケガで突然、生活が不自由になると「これからどうしよう・・・」と不安が募ります。
回復期リハビリテーション病棟では、集中的なリハビリテーションとチームによるきめ細かな医療ケアにより不安
を軽減し、社会復帰へ向けて皆さんを支えていきます。

かなり大きな段差だから
足の筋力アップと、
階段練習も必要だわ。

手すりもあるといいかも・・・。

退院前訪問
ご本人と一緒に担当療法士がご自宅
を訪問します。手すりの有無や取り
付け位置、ベッドの向きや段差解消
など退院後の生活がスムースに行え
るようにアドバイスします。

PT

歩行練習

さあ、しっかり前を見て
歩きましょう。
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松山介護事業部だより
☆下半期行事紹介☆　皆様こんにちは！今回は私たちデイサービスめおといわ「おおぞら」

の紹介をさせていただきます。職員みな利用者様を第一に、毎日奮闘し
ています。とても明るく元気で頼もしい仲間たちです！

　生活相談員として勤務させて頂い

ています、宮㟢です。

　昨年3月までは小規模多機能施設

「ゆい」にて介護職員として利用者

様の出来る力を活かし、生活の継

続、地域との交流を目標に努めてい

ました。おおぞらでは、勉強する事

が沢山あり、色々な人に支えられながら日々勤務して

おります。利用者様に「あなたに相談してよかった」

と言われるよう、これからも努力していきます！！

管理者　緒方 大亮

生活相談員
宮㟢 浩実

　昨年3月に病院より異動で来まし

た理学療法士の北園です！

　以前は入院患者様のリハビリを

行っていましたが、おおぞらでは在

宅生活をしている利用者様のリハビ

リを行う事で、より沢山のことを勉

強させて頂いております。利用者様

の笑顔が増えるよう頑張っています。

理学療法士
北園 章博

　作業療法士の黒江です。おおぞら

で働いてみてデイサービスでのリハ

ビリのあり方や考え方の違いが大き

く、戸惑う事も多々ありましたが、

病院では経験できない事を沢山学ば

せて頂いています。作業療法士
黒江 真麻

　介護士の嶋嵜です。おおぞらに入

社して3年になりました。4月から新

しいメンバーを迎えて毎日充実した

日々を過ごせています。ここでは

色々な職種の人たちと仕事が出来る

のでとても勉強になります。介護士

としてまだまだ勉強中の身ですが、

笑顔と元気をモットーにこれからも頑張ります！

　「家族の次に近い存在でありたい」と思い、日々利

用者様の為に出来る事を考え、楽しいと思える「おお

ぞら」を作って行こうと思います。

介護士
嶋嵜 安奈

　昨年4月より入職した介護士の清

水です！仕事にも慣れ利用者様と楽

しい時間を過ごせています。今後も

利用者様に合わせた支援を行ない、

信頼されるスタッフになりたいと

思っています。介護士
清水 佳

　昨年7月に定年退職をし、9月より

新たな気持ちで「デイサービスおお

ぞら」に就職しました、看護師の木

佐貫です。めおといわは65歳が定年

という事で、何事も無ければ人生2

度の定年を迎える事が出来るので

す！！なんと素晴らしい事か☆

　今のところ体調不良もなく日々過ごしていますが、

自己管理を怠ることなく65歳の定年を迎えることを

目標に頑張りたいと思います。

看護師
木佐貫 浜代

　昨年末に下半期のBIGイベントである、Christmas会及び忘年会を実施させて頂きました。
　今回は職員が主体となってゲームやダンスを行い、利用者様には観覧にて楽しんで頂くスタ
イルでしたが、ご家族様の見学もあり、大いに盛り上がりました。

　昨年は浴室・脱衣所の改築工事も実施し、心機一転頑張っています。いつも活気に満ちている「おおぞら」
に皆さんも是非一度遊びにいらしてくださいね。職員一同心よりお待ち申し上げております。

新しくなった浴室です。特殊入浴装置も入れ替えました！
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　平成28年11月18日に福岡市・天神のエルガーラホールにて「地域の介護応援プロジェクト～在宅介護の負担軽減
セミナー」（西日本新聞社主催）が開催され、当法人の党　一浩が基調講演いたしました。
　その模様を一部抜粋してお伝えいたします。

介護保険には、「自立支援」「自己決定」「日常生活の継続」の三原則があります。
私は二十数年、介護の現場に携わっていますが、残念ながらこの三原則はうまく機能していません。
認知症や要介護状態になった人のほとんどは、住み慣れた自宅での暮らしを諦めて、施設へ入所するか、
入院をして最後を迎えます。しかし、施設に入ったお年寄りから聞こえてくるのは「早く帰りたい」の声。

多くの人が、施設で気を使って過ごすよりも、自宅で自由に暮らしたいと願っています。
これまでの介護は、強大な行政力である“公助”による介護保険サービスが充実する一方、本人が何を望んでいるかという“自助”の
部分に関心が向けられてきませんでした。過剰ともいえるサービスは、自宅や地域での生
活、人とのつながりを断ち切ってしまっていたのかもしれません。
その反省から、介護は暮らしそのものを支援するケアへ移行してきています。
一人一人違う生活の軸を壊さないためには、専門家だけではなく、家庭や地域の人も一
緒に支え合っていくことが必要です。
地域密着型サービスに分類される小規模多機能施設は、通い、訪問、宿泊に加え、配食、
見守り、地域交流などのあらゆる機能を使い、在宅生活を支援しています。

私達が運営する施設を利用するある認知症の女性は、1人住まいで周囲から孤立し、家
族からも近所の人からも「在宅は無理」と言われていました。しかし彼女は私達に「亡く
なった主人が残してくれた家を守るのが私の役目。簡単に離れられない」という切実な思
いを語り、私達は彼女の生活の継続に必要な支援と、かつて通っていた体操教室や隣近
所とのつながりを結び直しました。身近な人たちのサポート“近助”によって、生き生きと過
ごす女性の姿は、周囲の意識も変えました。1人暮らしの母親の生活を尊重すると決意し
た人、仲間に「私は認知症になります。私の事をよろしくお願いします」と宣言した人。支え
る側にとっても、自身の将来の心構えや覚悟を得る機会となったのです。
認知症や要介護になったとき自分はどうありたいのか、早い段階から考え、備えておくこと
が肝心です。

「介護現場の現状について」基調講演レポート

「介護現場の現状について」

“公助”から“自助”のケアへ

支え合い、意識が変わる

基調講演
小規模多機能施設めおといわ「ゆい」施設長 党　一浩

セミナー来場者のアンケート結果

介護の経験

在宅介護もしくは家族を介護する中で、
苦労したこと

0 10 20 30 40 50 60

在宅介護の経験がある 52人

在宅介護の経験がない 42人

在宅介護の経験はないが、
家族を介護した経験がある 34人

その他 7人

0 10 20 30 40 50 60 70 80

排せつ 63人

入浴 46人
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平成29年1月10日福岡大学医学部看護学科の海外協定校である米国カ
ンザス州トピカ市ウォッシュバン大学より看護学生5名看護学部教員
2名が、松山介護事業部のデイサービス、グループホーム、小規模多機
能の見学と訪問サービスも含めて介護保険について話を聞きに来られ
ました。今回が3度目の見学となり、英会話も練習してきましたが、ま
だまだ努力が必要なようです。（松山介護事業部 次長 井本ひろみ）

アメリカの看護大学生が
見学に来られました松山介護事業部

■事業内容
　“安心情報キット”とは、緊急時や災害時などもしもの時に備えて「緊急時の連絡先」や「かか
りつけの病院」などの情報を記載したカードを入れた筒状の専用容器（キット）のことです。
そのキットを冷蔵庫に保管することで、救急隊員や医療機関等の関係機関、近所の人が活用す
ることを目的とした、福岡市社会福祉協議会が行っている事業になります。
※例えば…　緊急時、本人が話をできない状況であっても“安心情報キット”があることによっ

て、家族等へ迅速に連絡を取ることが出来たり、かかりつけの病院を確認するこ
とができます。

■対 象 者
　ひとり暮らし高齢者や障がいのある方など、地域で見守りが必要な方。
■活用方法

①安心情報キット（安心カード・専用容器）を受け取る
※各区の社会福祉協議会、または、福岡市社会福祉協議会へ相談。
　その場で、安心情報キットを持ち帰ることができます。
※電話での相談も可能です。電話相談の結果、お住まいの地区の担当民生委員または社会福祉

協議会の職員が、ご自宅まで安心情報キットを持ってきてくださいます。
②安心カードを記入

※記入内容：名前、性別、血液型、生年月日、住所、電話番号、緊急時の連絡先、家族構成、
かかりつけの病院や介護事業所等、身体状況（既往歴、要介護度など）

③安心情報キットにカードを入れ、冷蔵庫の中に保管
※すぐに取り出せるよう、わかりやすい場所に入れてください。
※冷蔵庫以外に保管すると救急隊員等が見つけることが難しいので、必ず冷蔵庫に入れてください。

④安心情報キットを所有していることを示す、マグネット（シール）を貼る
※一枚は冷蔵庫の扉に、もう一枚は、玄関ドアの内側の目立つ場所へ貼ってください。

安心カードの他に専用容器に一緒に入れておくと安心なもの
（例） ・保険証（コピー）
 ・本人の写真
 ・お薬手帳（コピー）など服用している薬のことがわかるもの
※注意※

保険証の原本や財産にかかわる情報（通帳、現金、印鑑、鍵など）は、絶対に入れないで
ください！！

医療相談地域連携室
みなさんは、“安心情報キット”というものを目や耳にしたことはありますか？？

今回は、『安心情報キット配付事業』についてご紹介します。

『安心情報キット配付事業』についてのお問い合わせは、
福岡市社会福祉協議会（地域福祉課）、各区社会福祉協議会、
または、病院のソーシャルワーカーへお気軽にご相談ください。

医療法人社団誠仁会
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■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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