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■松山診療所 http://www.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

● 介護事業松山　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」

住宅型有料老人ホーム

夫婦石病院
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● 住宅型有料老人ホーム　
〒814-0143　福岡市城南区南片江5丁目13-28　TEL：092-865-0001　FAX：092-865-0005
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就任挨拶
診療のご案内〈夫婦石病院 医師　猪俣 慎二郎〉
リハビリテーション部
在宅部だより
特集「新入職員紹介」
医療相談地域連携室
ひろば

就任挨拶
診療のご案内〈夫婦石病院 医師　猪俣 慎二郎〉
リハビリテーション部
在宅部だより
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頭痛について

〜診療のご案内〜

医師

夫婦石病院

猪俣 慎二郎

頭痛はほとんどの人が経験する症状です

が、投薬を要さない軽症から入院を要するよう

な重症まで様 な々タイプがあります。原因により

一次性頭痛と二次性頭痛に分類されます。一

次性は片頭痛に代表される、機能性のもので

す。二次性とは外傷や頭蓋内疾患、薬物、感染

症などに起因する頭痛です。

一次性頭痛は片頭痛、緊張型頭痛、群発頭

痛に分類されます。片頭痛は拍動性の頭痛で

片側が多いですが、ときに両側のこともありま

す。吐き気を伴い音や光、臭いで症状が悪化

することが多く、脳血管周囲の炎症が原因とさ

れています。前兆として目がチカチカする ( 閃

輝暗点 ) などの視覚的症状が先行し、数時間

以上持続します。緊張型頭痛は頭痛で最も多

く、両側後頭部や前頭部あるいは全体が締め

付けられる感じの頭痛です。患者さんによって

は圧迫される感じ、と訴えることもあります。スト

レスや頭頚部の姿勢が原因となることが多く、

1 日中持続します。群発頭痛は少ないですが、

片目周囲から側頭部の強い拍動性頭痛が特

徴的です。数日以上持続し、数週間おさまらな

いこともあります。

いずれも治療はありますが対処法は頭痛型

により異なります。なお、冷たいものを摂取して

キーンとする一過性の頭痛は、寒冷による脳神

経への刺激で反応性に頭部血管が拡張する

ことが原因で、すぐに消失し治療は不要です。

二次性頭痛の原因は多岐にわたります。す

ぐに対応すべき代表疾患が、くも膜下出血で

す。これまで経験したことのない強い頭痛が特

徴的で、意識が遠のいたり手足が動きにくく

なったりするようであれば直ちに受診が必要で

す。同様の症状は脳出血や脳梗塞でも起こり

得ますが、くも膜下出血ほど強い頭痛でないこ

とが多いとされています。慢性硬膜下血腫、髄

膜炎、脳腫瘍や側頭動脈炎なども原因となり

ます。その他、一見関係なさそうな緑内障、副鼻

腔炎、高血圧などでも頭痛は起こり得ます。こ

れらの二次性頭痛は原疾患の治療で軽快す

ることが多く、頭痛そのものが疾患である一次

性頭痛とは異なります。

頭痛がつらいと頭痛薬を連用しがちになり

ますが、決められた用法用量を守ることが大切

です。限度を超えた頭痛薬の使用は、薬物乱

用頭痛をきたし病態が複雑化します。頭痛の

タイプや原因は様々です。対症療法で症状が

改善せず日常生活に支障があるような場合

は、専門医を受診しましょう。

い の  ま た し ん 　 じ 　ろう

部長就任挨拶

皆様　日頃よりお世話になっております。
今年4月に法人内の組織編成が行われ、夫婦石病

院、松山診療所、在宅部（訪問介護・訪問看護・ケアセン
ター・グループホームはなみずき・デイサービスおお
ぞら・きずな・ゆい・　）と分かれました。その在宅部の
部長を拝命し、法人の一員として勤務しています。
８年前より、夫婦石病院の看護部長をやらせてい

ただき、患者さんやご家族に対する病院スタッフの熱
い思いを実感しました。
そして、今回、在宅でその人らしい生活が送れるよ

う、新たな在宅部として現状を見つめながら確立して

いく機会をいただきまし
た。利用者の方々が自らの
力で、その方らしい生活が
できるために多方面から
支援できる組織づくりを
スタッフ一同力を合わせ
て取り組んでいきたいと考えています。
「一人ひとりの身になって、より良い介護サービス
を提供する」という理念を心に刻み歩いて行こうと
思っています。
今後共　よろしくお願い申し上げます。

在宅部長
 ま と の  す み こ  

的野 澄子

　平成29年4月から看護部長を拝命しました宮田美
智子と申します。若かりし頃に入職し、夫婦石病院と
ともに歩んで早30年になります。
　当院の理念「一人一人が、患者さんの身になって医
療サービスを提供する」に基づき、患者さんを中心と
したチーム医療を展開し、温かく家庭的でより質の高
い医療を提供できるよう、スタッフ一丸となって取り
組んでおります。
　また、今後は色々な場面にも対応できる知識・技術・
そして接遇のスキルアップが必須となりますので、看
護職の「教育」にも力を入れ、看護・介護の質の向上を
図っていきたいと思っております。

　前・看護部長の「患者さ
んに対して『明るく』・『優
しく』あり続ける」という
思いを継承し、「寄り添う
看護」ができるスペシャリ
スト集団であり続けられ
るようこれからも努力し
てまいります。
　皆様のご指導とご協力
を賜りますようお願い申
し上げます。

看護部長
 み や た  み ち こ  

宮田 美智子

せん

 き あん てん

４月の組織改編により、松山介護事業部と東油山介護事業部 (小規模多機能施設
めおといわ　ゆい）・住宅型有料老人ホーム　が在宅部として一つにまとまりました。

その部長として、前･夫婦石病院看護部長･的野澄子が就任しました。
また夫婦石病院の看護部長には前･1病棟師長の宮田美智子が就任しました。
今回はバイタリティー溢れる新部長の二人よりご挨拶させていただきます。

医療法人社団誠仁会　夫婦石病院 Meotoiwa Hospital
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理学療法科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

図って身の回り動作が行えるようにします。
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作業療法科OT

作業活動を通して生活動作や思考力の
回復を図ります。作業には仕事や手工芸、

家事や身の回り動作も含まれます。
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言語聴覚科ST

「話す」「書く」「読む」「書く」というコミュ
ニケーション能力、食べるための「噛む」「飲

み込む」摂取能力の改善を行います。

平成 29 年度目標

脳血管疾患を中心に様々な分野の
スペシャリストを育成します

Ｑ１．当院の理学療法科の特徴について
　様々な機能低下に対して理学療法を実践していますが
私たちは「生活」を診ながらそれに対しての運動療法を
行えるのが強みと考えています。そのため日常生活の場で
ある病棟での動作練習や、屋外や公共機関の利用練習
を積極的に行っています。
　運動療法は一緒に行う患者さんに合わせて担当の理学
療法士が最善の方法を選んで行います。只、熱い想いが
故に独り善がりになってしまわないように定期的に患者さん
に関する話し合いを行い多角的理論に基づき様々なアプ
ローチを行っています。

Ｑ２．今、理学療法科で力を入れていることについて
　理学療法士として知識・技術の向上は当然ですが人と
してのスキルアップにも力を入れています。専門的なことだ
けではなく様々な分野に対して勉強することで問題解決能
力や管理能力、人材育成能力などを科全体でレベルアッ
プしていきたいと思っています。

Ｑ３．今後の展望について
　当院は主にリハビリが必要な患者さんが入院します。患
者さんが元気になり家庭や社会に復帰した成果を分析し、
根拠のある理学療法を開拓していきたいです。

マット上での運動

装具を使っての歩行練習

更衣練習

調理練習

平成 29 年度目標
急性期から在宅まで、最新の作業療法
技術を強化して、その方の最大機能を引
き出し、早期改善を目指します

Ｑ１．当院の作業療法の特徴について
　作業療法科には 16 名の作業療法士が在籍しており、
約半数が臨床経験 10 年以上です。作業療法では生活し
ていくための行為全般を作業ととらえ、麻痺の回復や筋力
の改善などの運動だけでなく、入浴や料理、掃除や買い
物など、家事動作や生活動作を専門の設備や道具を用い
て実際に行っています。

Ｑ２．今、作業療法科で力を入れていることについて
　「身体を元気に。心も元気に」をモットーに身体だけで
なく心の回復に力を入れています。何かを「やってみよう」
「やってみたい」と思う気持ちが回復にはとても重要です。
病気やケガでいろいろなことをあきらめてしまいがちです
が、動作の工夫や多種類の作業活動で「できる」ことを
体感していただきたいです。

Ｑ３．今後の展望について
　ひとつひとつできることを積み重ねて、1 人でも多くの方
が「やりたい生活」「なりたい自分」を手に入れられるよう
その人だけの作業療法を提供していきたいと思っていま
す。

まつもと かずや

科長：松本 和也
ながとも りえ

科長：永友 理恵

摂食練習 言語練習

平成 29 年度目標
摂食嚥下能力、コミュニケーション能力
の機能回復を図り、患者さんの生活の質
の向上を目指す

Ｑ１．当院の言語聴覚療法の特徴について
　私たち言語聴覚士は食べること、話すことに特化した診
療を行っています。
　「食べる」「話す」ということは、人が人らしく生きていく
ために大切なことだと考えています。病気により障害を持っ
ても生活の質を少しでも保つために患者さんの今後の生
活を見据え、患者さんやその家族の思いをくみ取り、食事
やコミュニケーションを中心に目標を設定しリハビリを進め
ています。
　食べることに関しては、内視鏡や造影剤を用いた検査
を導入し、以前よりも飲み込みの状態を詳しく把握できる
ようになり効果的なリハビリを行えるようになりました。
　またコミュニケーションに関しては上手く話せないことで
の不安や葛藤を少しでも減らし、安心して入院生活が送
れるよう、コミュニケーション練習に加え日常生活場面で
積極的に行うよう心掛けています。

Ｑ２．今、言語聴覚療法科で力を入れていることについて
　「退院後も同じように食べる」をモットーに取り組んでい
ます。より安全により美味しく食べていくために、食事の形
態だけではなく嗜好や環境にも配慮しご家族へ写真などを
用いて出来るだけわかりやすく食事指導を行うようにしてい
ます。

Ｑ３. 今後の展望について
　地域で「食べられない」で困っている人たちの窓口に
なれればと思っています。飲み込む機能に変化を感じても
すぐに病院を受診する人が今はまだ少ないです。困った時
に気軽に相談ができ、また将来嚥下障害にならないように
する為の情報を地域に向け積極的に発信していきたいと
思っています。

主任：兒玉 菜穂子
こだま なほこ

めおといわ式リハビリテーション
リハビリテーション部 リハビリトピックス

リハビリトピックス
リハビリトピックスリハビリトピックス

　当院リハビリテーション部部長、永友靖理学療法士が韓国南
東部に位置する慶尚南道理学療法士協会設立 30 周年記念式
典に招かれ、記念講演を行いました。副会長を務める福岡県
理学療法士協会を代表しての講演で、韓国ではまだ実施され
ていない「訪問リハビリ」について、その概念や実施されてい
る内容を多くの写真や表
などを用いて紹介しまし
た。式典会場は多くの
人で埋まり、地元紙にも
掲載されるなど韓国での
リハビリテーションに対す
る関心の高さが伺えまし
た。

韓国で「訪問リハビリを語る」

韓国での記念講演　2017.3.26

　リハビリ部では毎年
「接遇」の研修会を行っ
ています。「医療接遇」
とは患者さんの気持ちに
寄り添い応えるために行
動するということで、言
葉遣いや挨拶、身だし
なみなどを実技を交えて
確認しました。

「接遇」について

リハビリテーション部研修会　2017.4.14

フレッシュな7人が仲間入りしました。
若い力で患者さんのサポートを全力で行っていきますので、

どうぞよろしくお願いします。

新人紹介

「ハッピー」の掛け声で
笑顔の練習

後列左から：赤井田 将真、結城 拓也、井本 遼

前列左から：福田 啓裕、幡地 杏子、中島 恵、福本 誠也

あかいだ しょうま

ふくだ けいすけ はたぢ きょうこ なかしま めぐみ ふくもと せいや

ゆうき たくや いもと りょう

夫婦石病院のリハビリテーション部には理学療法科、作業療法科、言語聴覚科の３つの科があり、
それぞれ特徴を生かした診療を行っています。今回は当院リハビリテーション部の各科の責任者と
それぞれの科の特徴や強み、今後の展望などを紹介します。

けいしょうなんどう

えんげ
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在宅部だより

この度 4月よりグループホームめおといわ「はなみずき」の管理者に就任

致しました粟戸美樹と申します。平成 24年に当法人に入職し、５年間「は

なみずき」にて介護職リーダーとして勤務させて頂いておりました。管理

者としてはまだまだ未熟ですが、これからも入居者様の心に寄り添える

サービスの提供・日々笑顔の絶えないグループホームを目指し取り組ん

で参りますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

グループホームめおといわ 「 はなみずき 」 特集 !!

「
は
な
み
ず
き
」
っ
て
こ
ん
な
ト
コ
！

軽度から中度の認知症を患った高齢者を対象に、介護スタッフの

手を借りながら少人数で共同生活を送ることにより、諸症状の進

行をゆるやかにしつつ、安心して生活できる環境の整った施設の

ことです。「はなみずき」では、9人を1組（ユニット）として、18名の

利用者の皆様に毎日楽しく過ごしていただいております。

グループホーム「はなみずき」は、「のんびり、ゆっくり」とした家庭的な時間が流れており、利用者

の皆様が楽しんで生活していただける環境が整っています。また、利用者のご家族の方にも安心

していただけるよう スタッフ一同、心をこめて生活のお手伝いを致します。

○食事
朝・昼・晩、皆様揃ってお食事をして頂いており
ます。

○外出レクリエーション（コスモス畑）
定期的に車に乗って外へお出かけしています。

○折り紙ボランティア（レクリエーション）
毎月多数のボランティアの方々が来て下さり、
皆で色々な作業を楽しんでいます。

○室内レクリエーション
午前・午後と、体操をしたり歌を歌ったり風船
バレー等の身体を動かすレクリエーションを
取り入れております。

「グループホーム」
とは？

城南区の福岡大学と中村学園大学との間のバス通りは城南学園通

りと呼ばれていますが、そのうち金山団地と福岡大学間は「花みず

き通り」と呼ばれ、地域の方々はこの「はなみずき」という言葉に深

い愛着と親しみを持たれています。

施設を利用される方を含め、地域の方々との

密着した関係を築くことを目指し、みなさま

の生活の場のひとつとなっていきたいとの

思いを込めて「はなみずき」と名付けました。

施設名称の
由来…

あわと

あわと

管理者よりごあいさつ

粟戸 美樹管理者

こんなイベントもやっています！
1月：初詣
2月：節分行事

3月：ひな祭り会
4月：お花見

6月：つゆ祭り
7月：七夕会

8月：地域夏祭り

9月：敬老祝賀会
10月：外出レクリエーション
11月：外出レクリエーション
12月：クリスマス会

5月：どんたく隊来所
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医療法人社団誠仁会　夫婦石病院 Meotoiwa Hospital



在宅部だより

この度 4月よりグループホームめおといわ「はなみずき」の管理者に就任

致しました粟戸美樹と申します。平成 24年に当法人に入職し、５年間「は

なみずき」にて介護職リーダーとして勤務させて頂いておりました。管理

者としてはまだまだ未熟ですが、これからも入居者様の心に寄り添える

サービスの提供・日々笑顔の絶えないグループホームを目指し取り組ん

で参りますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

グループホームめおといわ 「 はなみずき 」 特集 !!

「
は
な
み
ず
き
」
っ
て
こ
ん
な
ト
コ
！

軽度から中度の認知症を患った高齢者を対象に、介護スタッフの

手を借りながら少人数で共同生活を送ることにより、諸症状の進

行をゆるやかにしつつ、安心して生活できる環境の整った施設の

ことです。「はなみずき」では、9人を1組（ユニット）として、18名の

利用者の皆様に毎日楽しく過ごしていただいております。

グループホーム「はなみずき」は、「のんびり、ゆっくり」とした家庭的な時間が流れており、利用者

の皆様が楽しんで生活していただける環境が整っています。また、利用者のご家族の方にも安心

していただけるよう スタッフ一同、心をこめて生活のお手伝いを致します。

○食事
朝・昼・晩、皆様揃ってお食事をして頂いており
ます。

○外出レクリエーション（コスモス畑）
定期的に車に乗って外へお出かけしています。

○折り紙ボランティア（レクリエーション）
毎月多数のボランティアの方々が来て下さり、
皆で色々な作業を楽しんでいます。

○室内レクリエーション
午前・午後と、体操をしたり歌を歌ったり風船
バレー等の身体を動かすレクリエーションを
取り入れております。

「グループホーム」
とは？

城南区の福岡大学と中村学園大学との間のバス通りは城南学園通

りと呼ばれていますが、そのうち金山団地と福岡大学間は「花みず

き通り」と呼ばれ、地域の方々はこの「はなみずき」という言葉に深

い愛着と親しみを持たれています。

施設を利用される方を含め、地域の方々との

密着した関係を築くことを目指し、みなさま

の生活の場のひとつとなっていきたいとの

思いを込めて「はなみずき」と名付けました。

施設名称の
由来…

あわと

あわと

管理者よりごあいさつ

粟戸 美樹管理者

こんなイベントもやっています！
1月：初詣
2月：節分行事

3月：ひな祭り会
4月：お花見

6月：つゆ祭り
7月：七夕会

8月：地域夏祭り

9月：敬老祝賀会
10月：外出レクリエーション
11月：外出レクリエーション
12月：クリスマス会

5月：どんたく隊来所
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今年も新たに 16 名の新入職員が入社しました。
これから沢山の知識と経験を積み、患者さんのために
頑張るニューフェイス達の今後の抱負をご紹介します。

新 入 職 員 紹 介

赤井田 将真
あかいだ　しょうま

リハビリテーション部／作業療法士

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

心に寄り添える作業療法士になってい
きたいです。その為に日々の学びを身
につけていくよう頑張っていきます。

鹿児島県
釣り・バレーボール

矢野 聖子
やの　しょうこ

3病棟／看護師

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

いつも笑顔をたやさず元気いっぱいの
看護師になれたらと思います。何事に
も一生懸命頑張りたいと思います。

福岡県
ドライブ・カラオケ

山本 麻友美
やまもと　まゆみ

1病棟／看護師

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

病棟勤務にブランクがありますが、患
者さんの思いに寄り添える看護を行え
たらいいなと思います。

福岡県
映画鑑賞

江﨑  綾子
えざき　あやこ

2病棟／准看護師

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

地元で働く事ができて嬉しいです。少
しでも早く慣れるよう頑張りますので御
指導よろしくお願い致します！

福岡県
食べること

末崎 里奈
すえざき　りな

5病棟／介護士

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

患者様の気持ちを理解して出来るだけ
応えていきたいです。熊本県

たべる事

福本 誠也
ふくもと　せいや

リハビリテーション部／理学療法士

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

理学療法士として、患者さんに信頼さ
れるよう努力していきます。よろしくお
願い致します。

山口県
音楽鑑賞

中島　恵
なかしま　めぐみ

どのようなことで頑張っていきたいですか？

患者さまが退院した後の事を考え、少し
でも出来る事を増やす訓練を行いQOL
向上に努めていきたいと思います。

福岡県
ピアノ

結城 拓也
ゆうき　たくや

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

理学療法士として相手の立場や気持ち
を考えて行動できる人物になりたいで
す。精一杯頑張ります！

福岡県
音楽鑑賞、グルメ巡り
映画鑑賞

井本　遼
いもと　りょう

リハビリテーション部／理学療法士

どのようなことで頑張っていきたいですか？

今はまだ緊張があるので、まずはこの
職場に慣れたいです。そして自分だけ
でなく周りを笑顔にしていきます。

福岡県
手芸（アクセサリー作り）

幡地 杏子
はたぢ　きょうこ

リハビリテーション部／作業療法士

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

患者様を支えることが出来る作業療法
士になるために多くの技術を学び、い
つも笑顔で接することを心掛けます。

福岡県
野球観戦、書道

リハビリテーション部／理学療法士 リハビリテーション部／理学療法士

池邉 妃奈子
いけべ　ひなこ

医療相談地域連携室／社会福祉士

どのようなことで頑張っていきたいですか？

患者さんや多くの関わる方から信頼さ
れるソーシャルワーカーになれるように
一生懸命頑張ります。

大分県
旅行に行くこと
美味しいものを食べること

西崎 喬子
にしざき　きょうこ

医療相談地域連携室／事務

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

一日でも早く業務に慣れて、正確で迅
速な対応を心掛けて働きたいと思いま
す。

福岡県
野球観戦、ピアノ

市川 知行
いちかわ　ともゆき

総務課／事務

どのようなことで頑張っていきたいですか？

医療や介護のことはほとんど分かりませ
んが、熱意をもって様々なことにチャレ
ンジしていきたいです。

福岡県
バスフィッシング

福田 啓裕
ふくだ　けいすけ

リハビリテーション部／作業療法科助手

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

アシスタントとして、1 つでも多くのこと
を学び、サポートしていけたらと思って
います。

宮崎県
野球、ドライブ
映画鑑賞など

入部 恵子
いりべ　けいこ

ヘルパーステーション／介護福祉士

どのようなことで頑張っていきたいですか？

利用者さんに、話しかけやすい・頼み
やすいと思って頂けるように頑張りたい
です。よろしくお願いします。

福岡県
旅行、ショッピング、お酒

小川 里美
おがわ　さとみ

3病棟／准看護師

出身地

趣味・特技

出身地

趣味・特技

出身地

趣味・特技

出身地

趣味・特技

出身地

趣味・特技

出身地

趣味・特技

どのようなことで頑張っていきたいですか？

健康に気を付け自己管理していく。笑
顔で患者様に寄り添い一日も早く回復
して頂けるよう努めたいです。

福岡県
食べ歩き、温泉めぐり

医療法人社団誠仁会
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平成29年4月3日（月）、病院において
今年度の入社式を執り行いました。
本年は、看護師・セラピスト・ソーシャル

ワーカー・介護士・介護福祉士・事務職
の、計16名もの多くのフレッシュな新人が
入社いたしました。
はじめに飯田院長より辞令の交付がな

され、続いて当院の理念や今後の構想が
語られたのち、新入社員を温かく激励さ
れました。
新入社員全員が自分に与えられた仕
事を全うすることに加え、医療人として
日々努力し、さらなる成長を誓い合い、新
たなスタートを切るに相応しい式となりま
した。

入社式

ひろば

5月13日(土)南体育館にて、南区の10病院
により第32回バレーボール大会が開催されま
した。
午前中、3ブロックに分かれて予選リーグを行
い、午後から各ブロックの1位・2位・3～4位に
分かれて順位決定戦を行いました。
我が夫婦石チームは予選リーグで福岡整形外
科病院に敗れてしまい、予選2位で順
位決定戦に臨みました。
2位ブロックでは全勝し、最終順位は
4位となりました。
今回はメンバーのスケジュールがな
かなか合わず、全体練習が出来ない
まま試合に臨んだ結果、4位となりまし
た。
尚、優勝は原病院が福岡整形外科
病院を大激戦の上制し優勝しました。
この悔しい経験をいかし、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。

南区事務長会 バレーボール大会

■予選リーグ
夫婦石病院(2‐0)中村病院
夫婦石病院(0‐2) 福岡整形外科病院

■順位決定戦　2位ブロック
夫婦石病院(2－0)井口野間病院
夫婦石病院(2‐0)若久病院

試合結果

優勝 原病院
２位 福岡整形外科病院
３位 九州中央病院
４位 夫婦石病院
５位 若久病院
６位 井口野間病院
７位 西岡病院
８位 那珂川病院
９位 中村病院
１０位 福岡保養院

最終成績

医療相談地域連携室

介護保険制度の改正により、平成29年4月から「要支援１」「要支援２」の方が利用できる介護サービスのうち、「介
護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、介護保険の介護予防サービスから、福
岡市が実施する介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。

◆今までよりサービスの選択肢の幅が広がり、一人ひとりの状態にあったサービスの利用ができます。
◆「生活支援型」のサービスが加わり、従来のサービスに比べ利用料が低額で利用できます。
　 ※「要支援１」「要支援２」の方は、ご希望にあったサービスについてご相談ください。

介護保険等に関するお問い合わせやご相談に
ついてはお住まいの区の「福祉・介護保険課」
や「地域包括支援センター（いきいきセン
ター）」、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。

ここが
変わりました！！

・介護の専門職による支援を必要としない方へのサービス
・福岡市生活支援型訪問サービス従事者研修を受講

した者による日常生活上の支援を実施
・利用者の費用：介護予防型訪問サービスの7割程度
 の費用（上記①より利用料が低額）

・介護の専門職による支援が必要な方へのサービス
・訪問介護職員による身体介護、生活援助を実施
・利用者の費用：今までと同じ費用

① 介護予防型訪問サービス＝専門職によるサービス提供

② 生活支援型訪問サービス＝専門職以外によるサービス提供

介護予防
　　介護訪問

ホームヘルパーが利用
者の居宅を訪問して、
入浴、排せつ、食事等
の介護や調理、洗濯、
掃除等の日常生活上
の支援を行うサービス

・介護の専門職による支援を必要としない方へのサービス
・専門職（看護師等）以外でも提供可能な体操やレクリ

エーション等を実施
・利用者の負担：介護予防型通所サービスの7割程度
 の費用（上記①より利用料が低額）。

・介護の専門職による支援が必要な方へのサービス
・看護師等の専門職による機能訓練や体操等を実施
・利用者の負担：今までと同じ費用

① 介護予防型通所サービス＝専門職によるサービス提供

② 生活支援型通所サービス＝専門職以外によるサービス提供

介護予防
　　介護

デイサービスセンター
などに通い、食事、入
浴、その他の必要な日
常生活上の支援や機
能訓練などを日帰りで
提供するサービス

◆要支援の方も、上記以外のサービス（訪問看護や福祉
用具レンタル等）は今まで通り利用できます。

◆サービスを利用する場合は、必ず要支援認定を受ける
必要があります。

※「要介護１～５」の方は変更ありません。今まで通りの
サービスを利用していただくことになります。

新しい

今まで
通り

新しい

今まで
通り通所

医療法人社団誠仁会

9 10



平成29年4月3日（月）、病院において
今年度の入社式を執り行いました。
本年は、看護師・セラピスト・ソーシャル

ワーカー・介護士・介護福祉士・事務職
の、計16名もの多くのフレッシュな新人が
入社いたしました。
はじめに飯田院長より辞令の交付がな

され、続いて当院の理念や今後の構想が
語られたのち、新入社員を温かく激励さ
れました。
新入社員全員が自分に与えられた仕
事を全うすることに加え、医療人として
日々努力し、さらなる成長を誓い合い、新
たなスタートを切るに相応しい式となりま
した。

入社式

ひろば

5月13日(土)南体育館にて、南区の10病院
により第32回バレーボール大会が開催されま
した。
午前中、3ブロックに分かれて予選リーグを行
い、午後から各ブロックの1位・2位・3～4位に
分かれて順位決定戦を行いました。
我が夫婦石チームは予選リーグで福岡整形外
科病院に敗れてしまい、予選2位で順
位決定戦に臨みました。
2位ブロックでは全勝し、最終順位は
4位となりました。
今回はメンバーのスケジュールがな
かなか合わず、全体練習が出来ない
まま試合に臨んだ結果、4位となりまし
た。
尚、優勝は原病院が福岡整形外科
病院を大激戦の上制し優勝しました。
この悔しい経験をいかし、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。

南区事務長会 バレーボール大会

■予選リーグ
夫婦石病院(2‐0)中村病院
夫婦石病院(0‐2) 福岡整形外科病院

■順位決定戦　2位ブロック
夫婦石病院(2－0)井口野間病院
夫婦石病院(2‐0)若久病院

試合結果

優勝 原病院
２位 福岡整形外科病院
３位 九州中央病院
４位 夫婦石病院
５位 若久病院
６位 井口野間病院
７位 西岡病院
８位 那珂川病院
９位 中村病院
１０位 福岡保養院

最終成績

医療相談地域連携室

介護保険制度の改正により、平成29年4月から「要支援１」「要支援２」の方が利用できる介護サービスのうち、「介
護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、介護保険の介護予防サービスから、福
岡市が実施する介護予防のための事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。

◆今までよりサービスの選択肢の幅が広がり、一人ひとりの状態にあったサービスの利用ができます。
◆「生活支援型」のサービスが加わり、従来のサービスに比べ利用料が低額で利用できます。
　 ※「要支援１」「要支援２」の方は、ご希望にあったサービスについてご相談ください。

介護保険等に関するお問い合わせやご相談に
ついてはお住まいの区の「福祉・介護保険課」
や「地域包括支援センター（いきいきセン
ター）」、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。

ここが
変わりました！！

・介護の専門職による支援を必要としない方へのサービス
・福岡市生活支援型訪問サービス従事者研修を受講

した者による日常生活上の支援を実施
・利用者の費用：介護予防型訪問サービスの7割程度
 の費用（上記①より利用料が低額）

・介護の専門職による支援が必要な方へのサービス
・訪問介護職員による身体介護、生活援助を実施
・利用者の費用：今までと同じ費用

① 介護予防型訪問サービス＝専門職によるサービス提供

② 生活支援型訪問サービス＝専門職以外によるサービス提供

介護予防
　　介護訪問

ホームヘルパーが利用
者の居宅を訪問して、
入浴、排せつ、食事等
の介護や調理、洗濯、
掃除等の日常生活上
の支援を行うサービス

・介護の専門職による支援を必要としない方へのサービス
・専門職（看護師等）以外でも提供可能な体操やレクリ

エーション等を実施
・利用者の負担：介護予防型通所サービスの7割程度
 の費用（上記①より利用料が低額）。

・介護の専門職による支援が必要な方へのサービス
・看護師等の専門職による機能訓練や体操等を実施
・利用者の負担：今までと同じ費用

① 介護予防型通所サービス＝専門職によるサービス提供

② 生活支援型通所サービス＝専門職以外によるサービス提供

介護予防
　　介護

デイサービスセンター
などに通い、食事、入
浴、その他の必要な日
常生活上の支援や機
能訓練などを日帰りで
提供するサービス

◆要支援の方も、上記以外のサービス（訪問看護や福祉
用具レンタル等）は今まで通り利用できます。

◆サービスを利用する場合は、必ず要支援認定を受ける
必要があります。

※「要介護１～５」の方は変更ありません。今まで通りの
サービスを利用していただくことになります。

新しい

今まで
通り

新しい

今まで
通り通所

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」 http://www.meotoiwa.com/yui/

● ケアセンター めおといわ■在宅部 http://www.meotoiwa.com/care/

● 地域包括ケアセンター松山 http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

至 野間

サニー●

金山団地
●

至 梅林

至 別府

●マルキョウ

●福岡大学
福岡大学●

病院　

堤
長住

花畑
園芸公園

桧原
運動公園

都市高速5号線

福岡外環状道路

桧原四ツ角

七隈駅

福大病院東口

桧原5丁目

油
山
観
光
道
路

油山団地東口

片江 1 丁目
樋井川 3 丁目

七隈四つ角
福大通り

金山団地入口

●（25棟）

■松山診療所 http://www.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

● 介護事業松山　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」

住宅型有料老人ホーム

夫婦石病院
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● 住宅型有料老人ホーム　
〒814-0143　福岡市城南区南片江5丁目13-28　TEL：092-865-0001　FAX：092-865-0005

ケアセンター めおといわ

地域包括ケアセンター松山

松山診療所
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就任挨拶
診療のご案内〈夫婦石病院 医師　猪俣 慎二郎〉
リハビリテーション部
在宅部だより
特集「新入職員紹介」
医療相談地域連携室
ひろば

就任挨拶
診療のご案内〈夫婦石病院 医師　猪俣 慎二郎〉
リハビリテーション部
在宅部だより
特集「新入職員紹介」
医療相談地域連携室
ひろば

3病棟スタッフと患者さんの共同製作3病棟スタッフと患者さんの共同製作


