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副院長

夫婦石病院

岩田　郁
いわ　た かおる

　感染性胃腸炎とは経口感染により、下痢や

悪心、嘔吐、腹痛、発熱などの症状をきた

す病気の総称で、食品や飲料水を媒介とし

た感染は、一般的に食中毒と呼ばれています。

感染性胃腸炎の主な原因は、細菌とウイルス

です。細菌の多くは、食べ物の中で増殖し、

体温ぐらいの温度で増殖力が速くなります。ま

た湿気を好むため、気温や湿度が高くなる夏

場（6 月～ 8 月）、特に梅雨時に細菌による

感染性胃腸炎は多く発生します。原因となる

細菌の代表的なものは、腸管出血性大腸菌

（O157 等）やカンピロバクター、サルモネラ菌、
ブドウ球菌などです。

　一方、ウイルスは低温や乾燥した環境中で

長く生存します。ウイルスは、食べ物の中で

は増殖せず、食べ物を通じて体内に入ると、

人の腸管内で増殖し、症状を引き起こします。

また、ウイルスによる感染性胃腸炎は冬場

（11 月～ 3 月）に多く発生します。原因とな

るウイルスの代表的なものは、ノロウイルスや

ロタウイルスです。特にノロウイルスは感染力

が強く、食物だけではなくノロウイルス感染者

からも感染します。

　感染性胃腸炎は、原因となる細菌やウイル

スが食べ物に付着し、体内に入ることによっ

て発生します。感染性胃腸炎などの病気を予

防するために、細菌の場合は、細菌を食べ

物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増
やさない」、食べ物や調理器具に付着した細
菌を「やっつける」という3つのことが原則と
なります。また、ウイルスの場合は少量の汚

染でも発症しやすい為、ウイルスを食品に「つ

けない」を確実に実行する必要があります。

そのためウイルスに関しては、ウイルスを「つ
けない」の前に「持ち込まない」、持ち込ん
でも「ひろげない」ことが重要です。

　６月は食中毒が発生しやすい時期です。食

中毒予防の原則をいつも念頭に置き、感染

性胃腸炎にならない様に注意しましょう。

基本的な対処法

「 つけない 」
手を必ず洗う。調理器具を使用の都度洗
浄し、殺菌をする

「 増やさない 」
低温で保存する。

「 やっつける 」
加熱によって死滅する為、中心部を 75
度以上で1分以上加熱する。

「 持ち込まない 」
日頃から、健康状態の管理を行い、下痢
や嘔吐などの症状がある場合は、調理は
行わないようにする。

「 ひろげない 」
こまめに手を洗い、調理器具の消毒を定
期的におこなう。

感染性胃腸炎（食中毒）について
〜健康で生活を送る〜

Doctor column就 任 挨 拶

このたび、法人本部事務局長兼在宅部長を拝命
いたしました、溝越信介と申します。

３月までは、病院事務長として、30 年近く勤務し
ておりました。

今般、法人の機構改革の一環として、法人本部
が創設され、本部のとりまとめ役として、新たな気持
ちで就任いたしました。

当法人は、病院のほかに、診療所、介護サービ
ス事業や住宅型有料老人ホームを運営しており、こ
れら事業所間の連携が従来から、課題になっており
ましたが、2025 年をひかえ、地域包括ケアを実践す
るにあたり、スピード感をもってこれを実現することが

肝要だと考えております。
幸い、長く法人で、介

護保険等各事業の立ち上
げに関わらせていただき、
各事業の基本的スタンス
は、理解しておりますので、
兼務いたします在宅部長としても、フットワークよく汗
を流したいと思っております。

勤務は、松山のケアセンター内となりますが、地
域包括ケアの考え方からすれば、地域にどんどん出
ていくことになりますので、今後ともよろしくお願いい
たします。

法人本部事務局長
兼 在宅部長

 み ぞ こ し  し ん す け  

溝越 信介

4 月 1 日付で溝越前事務長の後任として事務長
を拝命いたしました井上と申します。当院に赴任して
4 年目ですが、微力ながら精一杯務めさせていただ
きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

私は野球観戦が好きで地元ホークスの応援によく
ヤフオクドームへ足を運んでいます。ホークスと言え
ば、かつて三冠王に輝いた日本を代表する大打者
でもある OB 野村克也氏がおられます。野村氏は監
督としても ID 野球を取り入れ、弱小球団を優勝に
導いた名将として知られています。

その野村氏が監督時代に「野球の勝敗は守備で
決まる」と守りの重要性を語っておられました。病院
運営を野球に例えると、感染対策等の予防策や病

院運営全般の管理は「守
備」と言えます。

地域包括ケアシステム
が構築される中で守備力
の高い病院運営を掲げ、
地域から信頼される病院
を目指して努めて参る所存ですので、今後とも皆様
方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

夫婦石病院 事務長
 い の う え  も り た か  

井上 盛隆

医療法人社団誠仁会は平成 30 年 4 月に組織改編により法人本部を設置いたしました。
より良い医療・介護サービスを提供できるよう法人本部がバックアップしていきます。

法人本部事務局長には、溝越信介（夫婦石病院 前事務長）が就任いたしました。
それに伴い、夫婦石病院事務長に井上盛隆（夫婦石病院 前管理部次長）が就任しました。

今回は、医療業界での経験が豊富な 2 人よりご挨拶させていただきます。

医療法人社団誠仁会 SEIJINKAI
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左右 1 分間ずつ（１日３回）
深呼吸とともに５～６回（１日３回） １０～２０回（１日３回）

スクワット運動 かかと上げ運動

1  →  2  →  3

片足立ち運動

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

　「当院の自動車運転支援に
おける現状と課題」というテー
マで発表を行いました。発表
を通して、自動車運転支援状
況（ニーズの増加）や作業療
法士の役割の重要性を学ぶ
ことができました。
　今回の発表を活かし、当院
での運転支援体制の構築に
向けて取り組んでいきたいと
思います。

作業療法士 塚崎 あゆみ
第22回福岡県作業療法学会（飯塚市）
平成 30 年 2 月 17 日～ 18 日

　平成２９年度の危険予知・事故報告事例を通して、今後
の対策の確認や、BLS（一次救命処置）やAED操作方法の
確認などについて勉強会を行いました。

理学療法士 丸山 将
リハビリ部内研修 「リスク管理について」

平成 30 年 3 月 9 日

　「当院独自の歩行自
立判定シート作成に向
けた取り組み ～BBS
カットオフ値の妥当性
検証ならびにアンケー
ト調査を用いた活動項
目の抽出～」という
テーマで発表を行いま
した。当院独自の歩行自立判定シート完成に向けて、今後、
検証を行っていきたいと思います。

発表者 塚崎 あゆみ
院内研究発表大会

平成 30 年 3 月 29 日

　長寿大国である日本の平均寿命年齢（2016 年時点）は、
男性 80.98 歳、女性 87.14 歳となっています。
では健康寿命はどうでしょうか。
　健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間」の事です。つまり、日常的・継続的な医
療や介護を必要とせず、自立した生活を送ることができる期間
ということになります。厚生労働省調べによると 2016 年時点で

男性 72.14 歳、女性 74.79 歳となっています。この平均寿命
と健康寿命の差のことを不健康寿命（男性 8.84 年、女性
12.34 年）といい、要支援・要介護さらには寝たきりの状態で
過ごす期間を指します。
　今回は介護が必要な状態になることを出来る限り予防し、健
康的で自立した自分らしい生活をより長く送る為に、「運動の大
切さ」について紹介します。

健康寿命という言葉をご存知ですか？

　健康な状態から要支援状態になる一番の要因は、転倒による
骨折、変形性膝関節症などの関節疾患が 32.4％を占めてい
ます。人は歳を重ねると、筋力が低下しバランスを保つことが
難しくなり転倒しやすくなります。また、骨の強度も低下する為、
転倒した際に脊柱や大腿骨の骨折を起こすことが多くなります。
骨折をすると長期の入院を余儀なく
され、退院後も後遺症により日常
生活に何らかの制限が発生してし
まいます。そのような状態になら
ないために、日常的に運動を行う
ことで筋力を高め、転倒しにくい
身体を作ることが大切です。

　高齢になると食事の量や回数が減り、
エネルギーやたんぱく質の不足による低
栄養を招きやすくなります。低栄養は老
化を急激にすすめることに繋がりやすい
と言われています。タンパク質を十分に
摂取し、1日3食バランスの良い食事を心
がけながら運動を行うことで、より効
果的に筋肉量を増やすことができま
す。

なぜ運動は大切なの？

運動を行う上でのポイント

理学療法士　緒方 理沙①片脚立ちで
　靴下がはけない

②家の中でつまずいたり　
　滑ったりする

③階段を上がるのに
　手すりが必要である

④家事がきついと
　感じる

⑤２kg程度の買い物をして
　持ち帰るのが困難である

⑥15分くらい続けて
　歩くことができない

⑦横断歩道を青信号で
　渡りきれない

一つでも当てはまれば、介護や介助が必要になる危険が高まっている状態です

こんな症状、思い当たりませんか？

どんな運動をしたらよいのでしょうか？
プログラム①

バランス感覚を鍛え、
足を丈夫にする運動

プログラム②

立つ、歩く、座る能力を
総合的に高める運動

プログラム③

蹴りだす力や
踏ん張る力を高める運動

①床から５㎝上方に片足をあげる
　・右手をついたら右足をあげる
　・左手をついたら左足をあげる

①椅子に浅く腰掛ける
②ゆっくり膝を伸ばして立ち上がる
③ゆっくり膝を曲げる

①両足で立った状態で踵をあげる
②ゆっくり踵をおろす

●支えが必要な場合は…
机などつかまるものが
ある場所で行い
ましょう

●支えが必要な場合は…
机やテーブルに両手をついて
行いましょう

●難しい場合は…
椅子に腰かけて、
膝を前に伸ばす運動を行いましょう

●不安定な場合は…
壁や机に手をついて
行いましょう

●自信がある場合は…
壁などに手をついて
片足だけで行ってみましょう

　加齢により筋力は低下していきます。
「自分はまだ元気だから大丈夫」と思わ
ず、健康で転びにくい体を保つためにも
元気なうちから、継続的に運動を行いま
しょう。ウォーキングなどの有酸素運動も
体力を保つために大切ですが、下半身の
筋力トレーニングも転倒しにくい体を保
つ上で必要です。

理学療法士　松尾 久徳

介護予防推進リーダーの認定を受けた
当院の理学療法士は、地域での
介護予防教室や健康セミナーなどで
運動の大切さを伝える活動も行っています。

イラスト：理学療法士　香月咲都実

平成 29 年度 研究チーム

～介護予防推進リーダー～

理学療法士が伝えたい！ 
からだを守る運動のこと

地域
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在宅部
ヘルパーステーションめおといわ 訪問看護ステーションめおといわ

自立支援に向けて積極的に支援しています。主治医や
ケアマネージャー、介護士、リハビリスタッフ等様々な職種の
スタッフと連携し、在宅生活をサポートさせて頂きます。

●ヘルパーステーションめおといわは、訪問介護事業所です。

●28名のスタッフの内約半数が介護福祉士の資格を取得しています。また、
栄養士やケアマネージャーの有資格者も在籍しています。
それぞれの資格を活かし、専門性の高い介護の提供が可能で、利用者さん
に合わせて柔軟に対応しています。

●介護サービスは、ケアマネージャーから依頼を受け、ケアプランにもとづい
てサービスを提供しています。

●訪問看護ステーションは、5名の看護師が在籍しています。

●訪問看護では、病気や障害を持った方が、住み慣れた自宅や地域で自分らしい生活が
できるように、療養上のお世話や生活上での助言、診療の補助、リハビリテーションを
行っています。

●医師やケアマネージャーからの依頼を受け、プランにもとづきサービスを提供しています。

利用者さんとのコミュニケーショ
ンを大切にしています。日々のか
かわりの中からその方にあった介
護を考えています。利用者さん
の笑顔が元気の素です！

利用者さんのことをよく
知っている担当スタッフ
が付き添います。医師が在
宅生活をイメージできる
ように報告を行い、日々の
暮らしに活かします。

通院介助

利用者さんやご家族が行
えない日常生活の家事を
行います。
その際、介護士として利用
者さんの持っている能力
を伸ばしたり引き出すこ
とを心がけ、ご自宅での生
活が営めるように支援し
ています。

生活援助

栄養士を含めたチームア
プローチで利用者さんの
体調に見合った調理内容
を考えます。
なるべく、一緒に台所に立
ち、調理を安全に行えるよ
うにサポートします。食材
を一緒に考えたりするの
も楽しみの一つです。

調理

訪問介護サービス内容の一例

訪問看護師サービスの内容

介護の現場から 有馬 雄太郎

利用者さんの身体状況に
合わせたサポートを行い
ます。
全身状態の観察、介助の中
から得られた気づきは医
師や看護師、その他チーム
で共有しその後のケアに
反映します。

身体介護

退院後の生活がスムーズに
行えるように、入院中より
病院のスタッフと密に情報
交換を行います。
また、多職種と連携しご自
宅での暮らしをサポートし
ます。

退院支援

医師の指示に基づいて、自
宅でも点滴治療や処置を行
います。また在宅酸素や人
工呼吸器などの医療機器の
管理も可能です。

医療処置

サービス提供時は、利用者
さんとのコミュニケーショ
ンを通して、全身状態を観
察します。
その際、専門的な視点で病
状に変化がないかを確認し
ています。

ケア

夜間の体調不良や急変時
も、普段の状態をよく知る
看護師が対応するので、

「何かあったときに安心」と
利用者さんやご家族からお
言葉を頂きます。

24時間365日の対応

私たちの理念は「自立支援」です。できな
いところを補うだけでなく、できること
の可能性を一緒に探したり、かかわりの
なかで一緒にチャレンジしています。
医療・介護との連携を通して在宅生
活を支えたいと考えています。

管理者よりご挨拶 元木 重利

住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることができ
るよう「地域包括ケアシステム」が推進されていま
す。その中で少しでもお役に立てるようにと、医療
と生活の両面からの視点でお一人お一人に合
わせたケアを心掛けています。明るく元気な
スタッフがご自宅に訪問します。

管理者よりご挨拶 吉瀬 由喜子

岡部 九十美

堀 慶美

渡邉 絵梨

松岡 あや子

5 6
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医療相談地域連携室

「緊急時連絡カード」とは・・・？
福岡市社会福祉協議会が、作成・配布しているカードです。本人が急病などで連絡先等が伝えられない時や、発見した人
が倒れている人の名前や連絡先が分からない時に、「緊急時連絡カード」に緊急連絡先等をあらかじめ記入し携帯しておく
ことで、近くにいる人や救急隊・警察・病院が名前や緊急連絡先・かかりつけ医等を把握することができ迅速な対応に繋が
ります。　

対象者
福岡市内にお住まいの下記の方
・65歳以上の方
・障がいのある方
・持病等があり外出に不安を抱えている方
・その他「緊急時連絡カード」の利用を希望する方

利用方法
「緊急時連絡カード」を受け取り、緊急連絡先やかかりつけ医
等を記載します。
外出時に財布や定期入れ等に携帯しておきます。

配布場所
福岡市社会福祉協議会・各区の社会福祉協議会窓口にて配
布しています。

福岡市社会福祉協議会・区社会福祉協議会 連絡先
南区社会福祉協議会 :554-1039　城南区社会福祉協議会 :832-6427　中央区社会福祉協議会 :737-6280
早良区社会福祉協議会 :832-7383　西区社会福祉協議会 :895-3110　博多区社会福祉協議会 :436-3651
東区社会福祉協議会 :643-8922　福岡市社会福祉協議会 地域福祉課 :720-5356

受付時間：月曜日～金曜日 ( 祝日、年末年始は除く)　9:00 ～ 17:30 

ご不明な点等がございましたら、福岡市社会福祉協議会・各区の社会福祉協議会
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。

外出先で…
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＊夫婦石病院でも「緊急時連絡カード」を社会福祉協議会から預かり配布しています。
　詳細はソーシャルワーカーにお尋ねください。
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●看護部の活動紹介

患者さんやご家族からの医療安全に関する相談も行っております。
ご相談の際には医療安全管理室までお問い合わせください。

Q　「医療安全管理室」ではどのような業務をしているのですか？

A　患者さんが安心して質の高い医療を受けられるように院内の安全
管理に関する業務を主に行っています。

Q　安全な療養環境を整えるために、どのような点に注意していますか？

A　日頃から、各部署のスタッフと連携をとりながら業務が安全に行わ
れているか院内を巡回しています。特に患者さんのベッド周囲や
環境空間に目を配り医療機器の使用や、薬剤投与が適切に行
われているかなどを確認しています。

Q　もし事故が起こった場合、どうしていますか？

A　実際に事故が起こった場合は、速やかに現場に行き情報収集を
行います。その後、原因を分析し事故再発防止策を検討します。

Q　今後の目標を教えてください

A　医療安全に対する考え方は個人や職種によって差があり意識を
変えていくことは簡単ではありません。地道に活動を継続しスタッフ
一人一人の安全に対する意識を高めていきたいと思っています。

救護班として参加しました

　3月31日と4月1日の二日間、花畑園芸公
園での「桜とアーモンドの花祭り」に、当院より
2名の看護師が救護班として参加しました。
両日とも大きな事故もなく、役割を果たすこと
が出来ました。

症例発表を行いました

　3月28日、飯塚病院で開催された栄養サ
ポートチーム（NST：Nutrition  Support  
Team)研修会において「嚥下障害のある患者
に対しての援助」というテーマで症例発表を
行いました。鼻からチューブを使って栄養補給
している患者さんに、サポートチームが関わる
ことで、再び口から食べることが出来るように
なったという症例を通して、チームでサポートを
行っていくことの大切さを改めて学びました。
　今後、NST活動をさらに充実させ、入院時より、質
の高い栄養サポートを行っていきたいと思います。

医療安全管理者　内村 好宏

医療安全管理室の活動内容

夫婦石病院での
栄養サポートチーム（NST）

患者さん

薬剤師

言語
聴覚士

看護師

管理
栄養士

医師

患者さんの栄養面を多職種で
サポートするチームのこと

今回は、医療安全管理者の内村看護師に
インタビューを行いました。

院内の巡回

医療安全管理委員会の運営

転倒カンファレンスへの参加

研修会開催

NST

看護師　濱田 優子 ・ 山下 美代子 看護師　中尾 信好

看護部

医療法人社団誠仁会
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財布、定期入れ等に

「緊急時連絡カード」を
携帯していると
役に立ちます!!
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4月2日医療法人社団誠仁会は、看護師・介護福祉士・介護支
援専門員など10名の新入職員を迎え、入社式及び辞令交付
式を行いました。
新しい環境の中、時には壁にぶつかり苦しむ事もあるかと思い
ますが、各人の個性を活かして社会・地域・組織に貢献できる
人材として成長されることを期待しています。

医療法人社団誠仁会入社式

ひろば

建築後30年が経過し、老朽化が進んでいた保育所が
新しく生まれ変わりました。
保育所は、以前より1.5倍の広さとなり、床暖房などの
空調設備を設置し快適に過ごせます。
また屋外は、子ども達がのびのび外で遊べるように、
ウッドデッキ付きの広い園庭になりました。
保育所は､病院の建物内にありますので、子供達の
顔をすぐ見に行けるという安心感もあり､保護者にも
好評です。

すぎのこ保育所リニューアルオープン

24 時間安心の

セキュリティー

子ども専用のトイレ

快適な室内で
楽しく過ごし

ます

のびのびと
走り回れる

広い園庭

床暖房付きのクッション性の高い床

　梅雨が明けると、厳しい暑さの夏がやってきます。

夏野菜には、身体に優しく美味しいものがたくさんあります。良質なたんぱく質が多い枝豆や腸を元気にする食物

繊維が多いオクラ、お肌を活性化するビタミン E が多い南瓜などがあります。

今回は夏野菜を使った料理を紹介します。

夏野菜

茄子
◇茄子の梅ゴマダレサラダ カロリー：31kcal（1人分）

栄養管理室

＜材料＞ 2 人分
茄子 140ｇ（小 2 本ぐらい）
練り梅 小さじ１杯
すりごま 小さじ１杯
砂糖 小さじ 1/2 杯
酢 小さじ 1/2 杯

＜作り方＞
①茄子をスライスします。
②切った茄子を塩水につけてアク抜きをします。
③茄子をしんなりするまでレンジにかけます。
④茄子の水気を切り、※の調味料で和えます。

トマト

◇鶏肉と大豆のトマト煮
カロリー：214kcal（1人分）

＜材料＞ 2 人分
鶏もも 120ｇ
塩 少々
油 適量
おろしにんにく 適量
玉ねぎ 小 1/2 個

大豆水煮 60ｇ
グリンピース 6ｇ
トマト水煮 60ｇ
チキンコンソメ 小さじ１杯
塩コショウ 適量

＜作り方＞
①鶏ももをカットし塩で下味をつけます。
②玉ねぎを食べやすい大きさにカットします。
③鍋に油を敷き、おろしにんにくを入れ香りが出たら

鶏もも、玉ねぎを炒めます。
④大豆水煮、トマト水煮を加えて※の調味料で味を

整え、しばらく煮込みます。
⑤最後にゆでたグリンピースを飾ります。

ナス、トマト、アスパラガス、キュウリ、みょうが
とうもろこし、グリンピース、そら豆など

★紫色に含まれるポリフェノールの一種ナスニンが、活性酸素の働きを抑制し、
がんや動脈硬化などの生活習慣病予防につながります。

★お肌にも良いビタミンＣや抗酸化作用の強いリコピンを含みます。
また、血糖値上昇を抑えるクエン酸や脳を活性化させるグルタミン
酸も含みます。

※

※

バランスの良い食事をとることを心がけ、夏バテ予防に努めましょう。

栄養士：阿部　まゆみ

お好みでみょうがを
刻んで入れても
夏らしいですね。

医療法人社団誠仁会
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就任挨拶
ドクターコラム
リハビリテーション部
在宅部
看護部
医療相談地域連携室
栄養管理室
ひろば

就任挨拶
ドクターコラム
リハビリテーション部
在宅部
看護部
医療相談地域連携室
栄養管理室
ひろば

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/

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

至 野多目
至 梅林

至 野芥

至 別府

●福岡大学
福岡大学●

病院　

堤
西長住

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

南片江２丁目南

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

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

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2
・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：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
・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

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8-5　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

● 住宅型有料老人ホーム　
〒814-0143　福岡県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
松山診療所

● 小規模多機能施設めおといわ「ゆい」 http://www.meotoiwa.com/yui/

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

● 小規模多機能施設めおといわ「きずな」http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3　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」http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3　TEL：092-407-0297　FAX：092-407-0264

● デイサービスめおといわ「おおぞら」http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3　TEL：092-407-0298　FAX：092-407-0264

訪問看護ステーション

ヘルパーステーション

栄養管理室


