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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

● 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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〒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

医
療

法
人

　
社

団
誠

仁
会

　
広

報
誌

　
　

　
　

　
　

　
　

V
ol.41    2018年

2月
発

行
　

  http://w
w

w
.m

eotoiw
a.com

/

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ひとインタビュー（病棟師長　大坪 恵子）
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栄養管理室
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理学療法士

2病棟スタッフ
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ロコモティブシンドローム・

サルコペニア・フレイルについて

①ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

〜健康で生活を送る〜

　人は自分の人生の最期を想像するとき、経験上
見たり聞いたりして大体の見当はついています。
そして人にはそれぞれの最期がある、つまり千差
万別であることもおぼろげに理解しているが、希
望的主観から‘ぽっくり逝きたい’と言われる方
が私も含め非常に多いのも事実です。しかし現実
はそんなに甘いものではありません。加齢ととも
に身体的・心理的な低下を認めやがて色々な疾病
を引き起こし、長い間闘病された後に人生の最期
を迎えられる方は少なくないのです。今回ロコモ
ティブシンドローム・サルコペニア・フレイルと
いう用語を知っていただくことにより少しでも長
く健康な状態を保っていただけることを願い紹介
します。

　以上ロコモティブシンドローム・サルコペニ
ア・フレイルについて簡単に説明しました。適切
な栄養管理と運動及び持病のコントロールを怠ら
ないで生活をすることが必要だという事です。加
齢に伴う身体的な低下を「仕方がない」とあきら
めないで向き合っていただければ幸いです。

　骨・筋肉・軟骨・椎間板といった運動に関わる機能の低
下により移動能力や日常生活動作が低下し、要介護になる
危険な状態、または要介護状態になってしまうこと。

　要介護になる理由の20％、要支援になる理由の
30％がロコモティブシンドロームによると考えられ
ています。つまり寝たきりや、介護が必要な状態に
なる原因の大きな要素です。
　予防は運動（体操）と食事療法になります。

②サルコペニア
　筋肉量減少と筋力低下を特徴とし、身体機能障害や生活
の質の低下などを伴う状態。

　加齢に伴う四肢体幹の筋肉量が低下すれば転倒の
危険性や寝たきりとなる可能性があります。また嚥
下(えんげ)筋の筋肉量が低下すれば嚥下障害や誤嚥、
誤嚥性肺炎を生じます。他にも骨盤底筋群に及ぶと
失禁するようになり、呼吸筋に及ぶと呼吸障害を生
じます。
　予防は運動と食事療法になります。

院長

夫婦石病院

飯田 武史
い い 　 だ た け 　 し

　このサイクルが続くとフレイルは進行し、要介護状
態となります。サイクルをどこかで断ち切り、適切な
介入で生活機能の改善・維持を図る必要があります。

（参考文献：J Gerontol ABiol Sci Med Sci. 2008;63:984-90より一部改変）
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③フレイル
　加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能が障害され
た状態。

フレイルの基準
1.体重減少
　 （年間4.5㎏または5％以上の体重減少）
2.疲れやすい
3.歩行速度の低下
4.握力の低下
5.身体活動量の低下
＊5項目のうち3項目が該当すればフレイル
　1または2項目でプレフレイル

　早期に気付き正しく
予防や治療を行うこと
で、健康な状態へ改善
し要介護になるリスク
を減らせる可能性があ
ります。

▲

看護師を志した動機を教えてください
　母から将来は女性も自立できる職業に就いたほうがい
いと勧められていたこと、高校時代に近くに衛生看護科
の大学ができたことがきっかけとなって看護の道を志し
ました。

▲

夫婦石病院での印象に残っているエピソードを教えてく
ださい
　印象に残っていることは、ある患者さんの嚥下障害が進
行し、誰もが食べることは難しいと感じる中で、患者さん
の「食べたい」という思いを強く感じ、医師をはじめ多職種
で何度も何度も話し合いを行い、試行錯誤を重ねた結果、
食事を食べ続けることできました。患者さんの思いに寄り
添い、それを実現できるように努力する大切さを改めて感
じることができ勉強になりました。

▲

医療療養病棟の師長の立場から、日々の業務で大切に
していることを教えてください
　安全な医療を患者さんに届けて療養していただくことを
一番に考えています。
　医療度が高い患者さんが多い病棟なので、リスク管理
を徹底し安全な医療が提供できるシステムを確立してい
きたいと思っています。

▲

今後の目標を教えてください
　患者さんはもちろんですが、ご家族に対してもしっかり
寄り添える病院にしていきたいと思っています。
　その為には、自分が健康でないとよい看護はできないと
思っていますので、健康を維持し毎日笑顔で仕事を続け
ることが目標です。

▲

休日はどのように過ごしていますか？趣味なども教えて
ください
　休日は主婦として家の片づけや美味しいものを作ったり
しています。
　趣味は旅行です。特に、気をつかわない家族や気心し
れた友人たちと世界遺産を巡ることが大好きです。また美
術館でゆっくり名画鑑賞をすることも好きです。旅行で疲
れを癒し、心身ともにリフレッシュしています。

ひと インタビュー

夫婦石病院 2 病棟師長

大坪　恵子
1979年3月 近畿大学付属衛生看護専攻科卒。
1993年5月夫婦石病院入職。2006年 北病棟

（現1病棟）師長に就任。以降､病棟師長を歴任
し、2017年4月 2病棟師長に就任､現在に至る。

お お  つ ぼ  け い  こ  

今回の「ひとインタビュー」は 2病棟の大坪師長にお話を伺います。
普段はなかなか見ることのできないその素顔に迫りたいと思います。

医療法人社団誠仁会 SEIJINKAI
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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

　東京都で行われた日本作業療法学会において、「約１年
を経て自宅退院に至った不全頚髄損傷患者の一例～生活
行為向上マネジメントの効果～」という
テーマでポスター発表を行いました。
　今回の発表で、身体機能の最大限の回
復を図ることは勿論のこと、御家族の方の
心理状況を深く考え、総合的に関わる大切
さを学びました。

作業療法士 津覇 ちひろ
第51回日本作業療法学会

金属支柱付き長下肢装具

プラスティック型短下肢装具

リーストラップ

【素材】
・金属製
【特徴】
・しっかりと固定できる
・やや重い
【装着】
・装着は介助者が行う

【素材】
・プラスティック製
【特徴】
・プラスティックの種類が豊富なので麻痺

の程度に合わせて選ぶことができる
・装具の上から靴を履く
・軽い
【装着】
・装着は本人ができるように練習を行う

【素材】
・足底はプラスティック製、他は布製
【特徴】
・手持ちの靴が使える
・ズボンの下に隠れるので装着しているの

で外から見てわかりにくい
【装着】
・主に本人が行う

　退院後も装具が必要な方に対しては、装具を用いて安全に
歩くことができるように、様 な々場面での動作練習やご家族を
含めた動作指導も行っていきます。

理学療法士　北園 章博

　一般的に手足の麻痺は早期から動かすことがよいと言われ
ています。そのため装具を用いて積極的に立つ・歩く練習を行
い麻痺の回復を促しながら、最終的には装具がなくても自立し
て歩けることを目標にリハビリを行っています。

理学療法士　園田 美穂

平成 29年 9月22 ～ 24日

　久留米市で行われたリハビリテーション・ケア研究大会
2017で「回復期病棟における栄養状態とFIM利得の関連」
というテーマでポスター発表を行いました。
　今回の研究で学んだ経験を今後の診療に生かしていき
たいと思います。

理学療法士 今村 絵梨
リハビリテーション・ケア研究大会2017
平成 29年 10月19 ～ 21日

　リハビリ部では感染予防
対策に関する研修を毎年
行っています。
　今回は、「感染対策の意
義」、「標準予防策と感染経
路別予防策」、「感染経路別
に必要な感染防護服とその
正しい着脱方法」、「感染が
発覚したときの対応」について研修を行いました。

理学療法士 香月 咲都実
部内研修「感染予防について」

平成 29年 10月20日

　当院の理学療法士が所
属している福岡県理学療法
士会は、今年度より福岡市か
ら委託を受け、地域の健康
教室やサロンで、体力測定
や運動指導などを行う介護
予防事業を始めました。
　今回、当院より2名の理学
療法士が福岡市南区の公民館で開催された介護予防教室
にて、体力測定や運動指導を行いました。

理学療法士 木山 　浩
松尾 久徳

福岡県理学療法士会
派遣事業に参加しました

平成 29年 10月21日

医師の処方により、義肢装具士が採型、製作、適合確
認を行います。完成後は理学療法士（PT）や作業療法
士（OT）などリハビリスタッフが中心となって、装具を
用いて立ち上がり練習や歩行練習、日常生活動作（整容、
トイレ、家事など）練習を行っていきます。

採型・製作

リハビリ場面

適合確認

義肢装具士が採型をしている様子 適合確認を行っている様子

車椅子へ移動する練習

歩行練習 整容練習

装具装着練習

PTコメント

装具 なに？って
　装具には病気やけがによって身体の機能が低下した際、その機能を補い患部を保護する役割があります。また、
種類は身体症状や装着する部位、使用目的によって様々です。脳卒中のリハビリテーションでは、立ち上がる・
歩くという動作が難しくなった方に対して発症直後から装具を活用することが高く推奨されています。
　今回は当院でもよく使用する金属支柱付き長下肢装具、プラスティック型短下肢装具、リーストラップについてご
紹介します。

早期から立位練習や
歩行練習を積極的に行います。

装着前 装着後

装着後

装着後

装着前

装着前

麻痺した足で立つことができない方に用います。金属の支柱で、膝や足
部をしっかり支えるため、立位練習や歩行練習を介助で行うことができます。
主にリハビリ練習用として使用します。

麻痺が回復し、ある程度足を動かせる方に用います。足部が安定するので一人
もしくは少ない介助で歩くことができます。

麻痺が軽い方（歩くときつま先が床に引っかかる程度）に用います。
つまづくことが減り、歩きやすくなります。

理学療法士
上田 佳苗

足に痛みがないか
骨に当たっていないか
不快な感じがないか
等の確認を行います。

医療法人社団誠仁会 SEIJINKAI
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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
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在宅部だより
「居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ」特集 !!

ケアマネージャーより一言

居宅介護支援事業所ケアセンターめおといわ
福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL:092-872-5420

　「ケアセンターめおといわ」は「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」の３つの事業所の総称です。
　今回の在宅部だよりは「居宅介護支援事業所　ケアセンターめおと
いわ」を特集します。

　「居宅介護支援事業所　ケアセンターめおといわ」（以下　ケアセンター）は介
護保険制度開始とともに設立しました。夫婦石病院を退院された患者さんが安心し
て在宅での生活を営めるように開設した事業所です。今では夫婦石病院から退院さ
れた患者さんはもちろんのこと、地域の方々も安心して生活できるように支援して
います。
　ケアセンターは、¨ケアマネージャー¨という資格を持ったスタッフ5名が勤務し
ています。
　ケアマネージャーは介護を必要とする方が介護保険サービスを利用するための窓
口になる役割があり、主にケアプラン（介護計画）の作成やサービス事業所との調
整などを行っています。

　ケアプランができるまでのケアマネージャーの仕事内容の一部をご紹介します。

①相談や依頼を受けます。
＊要介護1～5の認定を受けた方が対象になります。

②ご自宅を訪問します。
初回訪問では…
自己紹介やケアマネージャーの役割、介護保険サービスについて説明します。
ご本人やご家族より生活状況や困っていること、希望するサービスなどの情報を
把握できるように聞き取りを行います。

③ケアプランを作成し、提案します。
ご本人の望む生活を実現するために、具体策を検討しケアプランを作成します。
ケアプランをもとにデイサービス体験利用を調整したり、家屋調査や必要な福祉用具
の検討・準備を行います。

④サービス担当者会議を行います。

⑤ケアプランをもとに介護保険サービスの利用が始まります。

⑥毎月ご自宅を訪問し、サービス内容の確認や調整を行います。

サービスを利用するご本人とご家族、サービス事業所
担当者との顔合わせを行い、ケアプランの内容の確認
を行います。

初対面なのでご本人やご家
族の話をよく聞き、希望や
様々な思いを汲み取ること
を心がけています。

ご本人の意向にあった
様々な情報や選択肢を
お伝えします。

サービス利用が始まった
後、新たな問題が起きた場
合は、できるだけ早く対応
するようにしています。

下記のようなスケジュールに決まりました。
《要介護2の方の一例》

午前

午後

デイサービス

デイサービス

ヘルパー デイサービス

デイサービス

訪問看護

ヘルパー

デイサービス

デイサービス

月 火 水 木 金 土 日
週間スケジュール

余命1週間といわれた方から「自宅に帰りたい」という希望があり、ご家族やサービス事業所と協力し、ご自宅へ

帰ることができました。ご家族からは、本人の希望通り自宅で食べたいものを食べ、入浴もでき、とても穏やかに

過ごすことができましたとお言葉をいただきました。このことは一生忘れないと思います。今後もご本人やご家族

の支えとなれるよう頑張っていきたいと思います。

地域の方々が住みなれた地域で暮らし続けられるよう、当事業所はもちろん、
いきいきセンター、他事業所とも共同してご支援しています。
在宅生活の不安等相談窓口としても対応していますので、お気軽にご相談くだ
さい。

ケアセンターは、看護師や介護福祉士などの資格を持ったケアマネージャー５人がそれぞれの経験を活かし、

ご本人やご家族が日々の生活を安心して送れるよう努めています。大変なこともたくさんありますが、利用される

皆様の望んだ暮らしが実現し、元気にいきいきと在宅生活を続けられている姿を見ると嬉しくなります。

介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定を
受けていない方は、お住まいの地域の地域包括支援セン
ターにお問い合わせください。

サービス事業所とは…
・訪問介護（ヘルパー）　・訪問看護　・デイサービス
・福祉用具業者　・訪問リハビリ　など

ケアマネージャー
高瀬 清子

ケアマネージャー　高瀬 清子

ケアマネージャー　江藤 舞

管理者　井本 ひろみ

サービスを利用される方に寄り
添った支援を行うこと、その上で
ご本人やご家族、事業所間の意見
のすり合わせを行っています。

以上のような流れでケアプランを作成します。
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医療相談地域連携室

自宅で認知症高齢者を介護するご家族が外出する時間帯、または介護疲れで休息が必要な時
間帯に、介護経験等があるボランティア（やすらぎ支援員）が自宅を訪問し、認知症高齢者の見
守り、話し相手、ご家族の相談に応じるサービスです。

こんにちは。医療相談地域連携室です。
今回は福岡市の事業である、「認知症高齢者家族やすらぎ支援事業」についてご紹介します。
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　　認知症高齢者の介護方法などに関する相談を行います。

（2）認知症高齢者へのサービス
　（例）・見守り（散歩の付き添いを含む）
　　　・話し相手
　　　・趣味の手伝い
　　　・食事の配膳等の声掛け
　　　・トイレ誘導
　　　※緊急時を除き、直接身体に触れる介護は行いません。

 2. 実施期間・場所
　（1）回数：1 日 1 回（週 3 回まで）
　（2）時間：3 時間以内（午前 9 時～午後 6 時）
　（3）場所：見守りの対象となる認知症高齢者のご自宅等

 3. 対象者
　下記の状況全てに該当するような方を、同居または同居に準じた状況で介護しているご家族
　　①福岡市の介護保険被保険者（福岡市に介護保険料を納めている人）
　　②要支援・要介護認定を受けている方
　　③自宅で生活している認知症の方
　※同居に準じた状況：同居はしていないが、日中ご家族が自宅等で介護を行っている状況 等
　※施設入所者・入院中の方・やすらぎ支援員では対応できない方は対象外です。
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　（1）500 円 / 時間 及びやすらぎ支援員の交通費
　（2）当日サービス終了時に、やすらぎ支援員へお支払い下さい。

 5. 利用方法
①各区保健福祉センターの福祉・介護保険課にお申込みください。（印鑑をご持参ください。）
②やすらぎ支援員コーディネーターがご自宅を訪問し、直接状況をお伺いします。
③上記①,②の情報を元に、当該事業の利用可否について検討が行われます。
④サービス利用・内容についてやすらぎ支援員と相談・調整の後、ご利用開始となります。
※認知症高齢者の状態や状況によっては、当該事業を利用できない場合があります。

　ご不明な点、ご質問等があれば、各区保健福祉センター福祉・介護保険課または病院のソーシャルワー
カーへお尋ねください。
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　　③自宅で生活している認知症の方
　※同居に準じた状況：同居はしていないが、日中ご家族が自宅等で介護を行っている状況 等
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　ご不明な点、ご質問等があれば、各区保健福祉センター福祉・介護保険課または病院のソーシャルワー
カーへお尋ねください。

看護部だより

●看護部の活動紹介
看護部長

宮田　美智子

①ふれあい看護体験

②喀痰吸引指導実施機関として

　昨年看護部長に就任し、皆様の協力を頂きながら、一年が経とうとしています。今年は医療と介護のダブ
ル報酬改定の年であり、医療業界におきましても厳しい現実を見据えていかなければなりませんが、日常業
務の中で患者さんやご家族に寄り添う手のぬくもりは、何ら変わるものではございません。
　諸 の々問題と日々 向き合いながら安心・安全な医療環境下において、ケアのスキルを一層向上できるよう
日々 努力してまいります。
　新しくスタートした「看護部だより」ですが、今回は看護部が取り組む組織活動をご紹介いたします。

　毎年、看護師を目指す高校生を５名前後、受け入れています。患者さんと関わる中で、看護の素晴らしさを体験していただく
ことを目標としています。体験終了時には看護の楽しさ、やりがい、そして大切な命を預かる厳しい仕事でもある事も伝えていま
す。体験を終えた高校生の皆さんにかける最後の言葉は「いつか一緒に働こうね！」です。（２病棟師長・大坪恵子）

　正しく安全な方法で吸引ができているかはもちろん、患者さんによって違いがあることを理解し、その対応や工夫の仕方を学
んで頂くようにしています。当院で実地研修を受講された介護職員の皆様による「安心・安全・確実」な技術提供によって、在宅
医療の選択肢が広がり、ご家族との生活を大事に過ごして頂けるようなサポート体制の架け橋になれたらと思っております。

③救護班活動について

　当院では地域における活動も頻繁に行っています。地域との繋がりを大切にし、地域活動のアシストとなり、地域の方 の々健
康保持・増進の手助けとなるよう、積極的に協力しております。
　（1）花畑園芸公園・園芸祭りへの参加（春・秋開催）
　（2）健康セミナーの開催　（年4回）（堤地区　東若久地区　西花畑地区等）
　（3）桧原夏祭りへの協力
　（4）地域の運動会への協力
　今後もこれらの活動を通して、地域住民の方 が々住み慣れた環境での生活を維持できますよう、職員一丸となって支援に
努めてまいります。

（3病棟主任・高松絵菜）

医療法人社団誠仁会
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　平成29年11月30日（木）、ももちパレスにおいて福岡市自治協議会等7区会長会が主催するサミットが開催されまし
た。その席上、自治貢献者感謝状贈呈式が行われ、夫婦石病院と小規模多機能施設めおといわ ゆいが長年進めてき
た近隣地域に対する取り組みが評価され表彰を受けました。表彰式には溝越事務長と党施設長が出席し、髙島福岡
市長より感謝の意が述べられました。

第6回“共創”自治協議会サミット

①表彰を受けました

　サミット表彰式終了後、小規模多機能施設 ゆいの党
施設長が「住み慣れたところで暮らし続けるためのお手
伝い」というテーマで、ゆいと地域の方 と々の10数年にわ
たる取り組みについて発表を行いました。

②党施設長が発表を行いました

ひろば

　平成29年11月28日（火）、ホテルニューオータニ博多
において「地域医療連携の会」を開催いたしました。平
成29年4月から運用が開始されました「南区医師会 ブ
ロック支援病院構想／事前患者登録制度（南区あんし
ん在宅医療連携）」を中心に意見交換を行いました。日
頃より連携させていただいている診療所の医師やス
タッフの方々、35名の方に足を運んでいただきました。
　活発な交流・情報交換の場となり、今後より密な地域
連携を行う上で貴重な会となりました。これからも当院
の役割を一層果たしていきた
いと思っています。

地域医療連携の会を開催しました

春が待ち遠しい季節となってまいりました。今回はこれから旬を迎える春野菜について紹介します。
春野菜といえば、「独特の苦味」と「強い香り」をもつものが多いのが特徴です。
苦手な方もいるかもしれませんが、この苦味には抗酸化作用や新陳代謝を活発にしてくれる働きがあります。
また、セロリや芹（せり）などの独特の香りは、食欲増進や精神安定の効果があります。

＜春野菜の種類＞
春キャベツ、菜の花、たけのこ、アスパラガス、フキノトウ、たらの芽、セロリ　など・・・

ビタミンＣが多く、またキャベジンと呼ばれるビタミンＵが胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防に効果を発揮します。

巻きがふっくらしていて、頭がとがってないものを選びましょう。

春野菜は、とても鮮やかな緑色をして、新芽や芽吹きの香りが春の訪れを感じさせてくれま
す。食感もやわらかいものが多いため、特に手を加えずレンジで加熱するなどしてドレッシン
グで食べるとヘルシーで簡単な一品になります。栄養豊富な旬の野菜をたくさん食べて体の
調子を整えましょう。

春野菜

春キャベツ
主な栄養素

◇あさりとキャベツの酒蒸し カロリー（1人分）：95kcal

※選び方のポイント

栄養管理室
　 　より

（栄養管理室：守田 恵子）

＜材料＞ 2 人分
あさり 250g
キャベツ 1/4 玉（250g）
にんにく 適量
オリーブオイル 適量
酒 適量
しょうゆ 小さじ 1/3
塩コショウ 少々

＜作り方＞
①あさりは砂抜きし殻をこすり合わせて洗いザルに上げておきます
②フライパンにオリーブオイルと刻んだにんにくを入れ香りが出てきたらあさり

を入れます
③あさりを加えて鍋をゆすったら酒を入れて蓋をします
④あさりが開いたらざく切りにしたキャベツを入れて蓋をします
⑤キャベツがしなってきたら、しょうゆを鍋肌から回し入れ最後に塩コショウ

で味を調えます

βカロテン、ビタミン C、カリウム、ビタミン K が豊富です。βカロテン、ビタミンＣには活性酸素を
抑制する働きがあります。

花が咲いていない葉や茎がシャキッとしたものを選ぶと良いでしょう。下の切り口をみて茶色く変色した物はやめましょう。

菜の花
主な栄養素

◇菜の花のごま和え カロリー（1人分）：40kcal

※選び方のポイント

＜材料＞ 2 人分
菜の花 150ｇ
すりごま 大さじ　1
しょうゆ 小さじ　1
砂糖 小さじ　1/2

＜作り方＞
①菜の花は茎の方から茹で、冷水にさらし冷ました後で水気をよくきり、食べや

すい大きさにカットします
②すりごまと調味料を合わせ、カットした菜の花と和えます

医療法人社団誠仁会
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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」 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/
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●（25棟）
至 六本松

至 屋形原

■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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