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夫婦石病院
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▲

月並な質問ですが、看護師を志された動機は何で
すか？
　本当は絵を描くのが好きで、芸大に進学したかった
のですが、親のすすめで看護学校に進学しました。
　自分の希望ではなく仕事に
つきましたが周りの助けで今
まで仕事を続けることができ
ました。

▲

看護職において大切なことは何だと思いますか？
　人の気持ちに寄り添って一日も早く健康を取り戻せ
るお手伝いができる事だと思います。

▲

当院の看護の特徴は何ですか？
　家族的な雰囲気の中で皆さん
と接し看護できている事だと思
います。
　看護理念「温かい手で寄り添
う看護」が実践できていると
思っています。

▲

夫婦石病院での思い出は何かありますか？
　2年に一度病院の親睦旅行があり、それに参加でき
た事がとても楽しい思い出となっています。
　10年ぐらい前にハワイ旅行があったのですが、行き
の機内で乗客の方が心肺停止状態になってしまい、乗
り合せていた他病院
の医師と共に救命の
お手伝いをさせていた
だいた事が、大変印象
に残っています。

今回は今年11月に定年を迎えられる辻裕美子5病棟師長です。
これまでの看護師生活の思い出やプライベートについてのお話を聞きました。

▲

休日の過ごし方や趣味について教えて下さい。
　休日は自宅でのんびりしています。休前日は時々友
達と美味しい食事に出掛けて楽しんでいます。趣味は
ここ7年ぐらい、妹や友人と一
緒にフラワーデザインを習って
います。
　作品は作品展に出したり、自
宅に飾って楽しんでいます。

▲

退職後、やってみたい事や行ってみたい所などあり
ますか？
　旅行が好きなので色んな所に行ってみたいです。特
に自然が好きなので散策したり、予定を立てずに気の
向くままの旅にも出て
みたいです。先ずは知
床五湖辺りや南の島の
石垣島、竹富島辺りで
時間を気にせずゆっく
りしたいです。

▲

最後に後輩達へのエールをお願いします。
　一人一人が集まって様 な々事にチャレンジできます。
　それぞれの個性を磨き、皆で素晴らしい職場（夫婦
石病院）を作り上げて下さい。

ひと インタビュー

看護師長

辻 裕美子
福岡市医師会附属看護学校卒業
済生会福岡総合病院、福岡市医師会病院等を
経て、平成9年夫婦石病院入職
現5病棟師長。11月に定年退職予定

一人ひとりの
　　歩幅に合わせて－

〜診療のご案内〜

医療法人社団誠仁会
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つじ ゆ み こ

医師

夫婦石病院

猪俣 慎二郎

　夫婦石病院は、一般・回復期・障がい
者病棟および介護療養病棟からなる計
175 床の内科・リハビリテーション科の
病院です。6 名の常勤医師と、1～ 2 名
の非常勤医師で診療を行っています。
　当院の入院患者さんは、ほとんどが紹
介入院です。大学病院をはじめとする急
性期病院や、地域の開業医の先生方より
患者さんをご紹介頂いています。当院の
特色として、肝臓内科を専門とする医師
が複数名在籍しており、急性期治療が終
了した肝疾患の患者さんを積極的に受け
入れています。
　入院患者さんの平均年齢は約 83 歳と
高齢者が多く、病状は軽快しても自宅や
施設に戻ることが難しい患者さんもい
らっしゃいます。その理由のひとつとし
て、嚥下能力が低下して安全に経口摂取
できないということが挙げられます。
　経口摂取困難となる原因は様々です。
比較的よくみられるのは治療で絶食とな
り、食事再開時には治療前より嚥下能力
が低下していた、というものです。基礎
疾患に脳卒中や認知症があり嚥下能力が
低下していることも多く、リハビリテー
ションで回復困難なこともあります。し

かし適切な評価と早期からの持続的リハ
ビリテーションにより、嚥下能力が回復
する患者さんもいらっしゃいます。当院
では平成 26 年度より嚥下内視鏡検査を
開始し、より正確な嚥下機能の評価に基
づく、効果的な経口摂取訓練に努めてい
ます。
　中長期的に回復困難と考えられる場合
は、患者さん・ご家族の意向や病状など
を総合的に判断し、胃ろう造設術を施行
することもあります。経口訓練継続で改
善する患者さんもいらっしゃいますが、
退院時には病状に合った療養施設や病院
をご紹介しています。胃ろう栄養でも、
ご家族の協力や介護サービスの導入・訪
問看護や往診医管理のもとで、在宅療養
可能な場合もあります。胃ろうチューブ
は定期的な交換が必要ですが、当院は短
期入院での内視鏡下胃ろうチューブ交換
も施行しています。
　当院には、高齢のため治療に加えてリ
ハビリテーションや介護を必要とする患
者さんが多くいらっしゃいます。全職員・
職種が一丸となって個々の患者さんに
合った医療の提供を心掛けており、在宅
復帰率は 60%以上となっています。

いの  また しん　じ 　ろう
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どんな　　ことするの？ ～はじまり編～リハビリ

まず、主治医からリハビリの指示があります。
それから、リハビリの担当が決まってリハビリが
開始になります。

関節可動域、筋力、疼痛、
バランスなど主に身体的
な評価を行い、どうして
動作ができないのか問題
を明らかにします。

記憶力、理解力、見当識など認知
機能の評価を行います。また、今
までの生活の仕方、今後の生活で
大事にしたいことなど聞き取りし
ます。ご本人の中では重要視して
いない事が実は大事なことだった
りと、聞き取りを通して、今後の
生活のカギとなる作業を見つけて
いきます。

それぞれの部門ごとに　　評価がはじまります。

よろしくお願いします !!

今、 生活の中で

一番困っている事は

何でしょうか？

それでは、

ゼリーを食べて

みましょう。

理学療法士PT 作業療法士OT 言語聴覚士ST

下肢の筋力が低下しているし、
車椅子からの乗り移りが不安定
だな。まずは、ベッドから車椅
子への移乗の自立を目指して、
下肢の筋力トレーニングと移乗
の練習をしていこう。

はい、 どうぞ。

そうねぇ…

食べるの
久しぶり

こちらに

移りましょう。

このように、評価を行うことでそれぞれの方が抱えている問題　　を明らかにして、それぞれの部門でリハビリを行っています。

ヨイショ…

～作業療法士の頭の中～

トイレ動作 ??
趣味活動？

調理練習？

固くなっている

関節はないか動く範囲を

測らせて下さいね。

奮闘中
!

奮闘中
!
頑張れ☆イクメン頑張れ☆イクメン頑張れ☆イクメン頑張れ☆イクメン ～リハビリのイクメン紹介～

　敷地内に保育所があることで子どもと一緒に出勤しているスタッフがたくさん

います。ほとんどはママさんですが、リハビリテーション部には子どもと一緒に

出勤するパパさんがいて、今回そのイクメンパパにインタビューしてみました！

　作業療法士の山口大輔さんと湊大（そうた）くん（1 歳 9 ヶ月）です。

Q：保育所の送り迎えをするお父さんは増えてきましたが、初めてのお子さんでもあり、
保育所を利用してみていかがですか？

A：子育てはきついですけど、楽しいですね。母親が先生方と直接会って話が出来ない分、
保育所の先生方に手厚くフォローして頂いてると感じます。

Q：同じ敷地に保育所があってよかったことは何ですか？
A：いいことばかりですが、仕事中に園庭が見える廊下を通った時に元気に遊んでる姿が見え
るのはうれしいです。体調が悪い時なども、すぐに知らせてもらえるのはありがたいで
す。それと、他の保育園に比べると子どもに対して先生の数が多いので安心できます。

子育てに仕事にと奮闘中の山口OT、がんばってください！！

歩く練習をしたり、筋力をつけたり、食べる練習や手工芸・・・リハビリではいろいろな練習をしています。
実際に「私、リハビリしたことあるわ」という方も多いのではないでしょうか。
でも、「一人一人に合ったリハビリの内容ってどうやって決めているのかしら？」と疑問に思う方もいらっしゃ
ることでしょう。
今回はそんなリハビリメニューをどのように決めているのか、簡単にご紹介します。

今、トイレに一人でいけないこと
が困っているようだから、まずは
一人でトイレに行けることを目標
にして、便座への移乗やズボンの
上げ下ろしの練習をしていこう。
退院後は一人暮らしになるから、炊
事や掃除ができるようになるともっ
といいかも？

評価を行い嚥下の状態を踏まえたうえで、
毎日の食事の形態を決定します。こうす
ることで安全に食事をすることができま
す。嚥下機能の低下やコミュニケーショ
ンの問題が認められるときは、個別に訓
練も実施していきます。

嚥下の機能を確認して、安全に食事する
ためにはどういう形状の食物や環境設定
がいいのか評価します。必要に応じて VE
（嚥下内視鏡）での検査も行います。
また、コミュニケーションに困難さがあ
るような時も、どの部分に問題があるの
かという検査を行います。

今日からお食事ですよ♪

医療法人社団誠仁会
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松山介護事業部だより

こんにちは！訪問看護ステーションです。
今回は、私達の仕事を少しでも知って頂こうと訪問看護の一日をご案内いたします。

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋・・・。皆様、どんな秋をお過ごしでしょうか？
私たちヘルパーステーションめおといわは、高齢の為日常生活に支障があり何らかの支援が
必要な方に対してヘルパーが訪問を行い、家事支援（調理・掃除・洗濯・買い物など）や身体
介護（オムツ交換・入浴介助・通院介助など）の支援をさせて頂いています。管理者を中心に、看護師のみの申し送りが始まります。

その際、前日からの電話対応の報告、本日のスケジュール

の確認、利用者様の状態報告などを話し合います。

その後、ケアマネージャー・ヘルパー・看護師と全

体朝礼があります。朝礼が終了すると訪問バッグを

確認し、いざ出発です！！

訪問看護ステーション ヘルパーステーションめおといわ

80 代　女性　糖尿病の利用者様宅に訪問。

体調を伺い、生活状況の確認や服薬の管理等を行っています。

70代　男性　　身体に麻痺がある利用者様宅に訪問。

体調に合わせ、入浴介助や全身清拭を行っています。

その際、皮膚状態観察も忘れずに。

80代　女性　認知症・糖尿病の利用者様宅に訪問。

血糖測定、自己注射の確認、食事内容確認・セッティング、体重

管理等を行っています。

ステーションに戻り休憩・・・

食事したり、午前中の記録をしたりしています。

午前中訪問した利用者様の状況を管理者や他の看護師に報告します。

状態に応じ、主治医や他部署にも報告を行っています。

その為、訪問時に携帯電話は欠かせません。

60代　男性　経口摂取が困難な利用者様宅に訪問。　　　

胃瘻造設中の為、状態観察し胃瘻部の管理を行っています。

＊胃瘻とは・・・ 病気の為にお口から食事を摂れない方が栄養補給するために、胃に通じる小さな穴を開け、
 ここにカテーテルを通して栄養剤やお薬を注入します。

ステーションに戻ると・・・

各スタッフが訪問の報告を行います。訪問時は利用者様と1対1でケアを行う為、

他のスタッフに客観的に見てもらうことで、更に良い看護が出来るよう努めています。

他にも、傷の処置や排泄援助、呼吸管理（在宅酸素）、精神的支援等もおこなっています。
ご質問等ありましたら、ご連絡下さい。

A子ヘルパーの 1日はいかがでしたか？
このように、ご利用者様に合わせたケアを真心こめて提供しております。
今後さらに、より良いケアを目指してスタッフ一同頑張ってまいります。

8：20

～

8：40

9：00
訪  問

10：00
訪  問

11：45
訪  問

12：30
休  憩

14：00
訪  問

〜ベテランヘルパーA子さんの1日に密着〜

9:45  訪問先へ出発

10:00 ～ 11:00
1 軒目の利用者様宅へ到着
サービス内容：掃除

11:30 ～ 12:30
2 軒目の利用者様宅へ到着
サービス内容：調理
（昼食の準備・食事介助）

一時帰社
午後の提供に向けて
一時帰社（昼食と休憩を
とることでリフレッシュ）

15:00 ～ 16:00
3 軒目の利用者様宅へ到着
サービス内容：入浴介助

今日も元気に利用者様の

お宅へうかがいます！！

掃除は、『真心

こめて丁寧に』が

モットーです！

さっぱり

しましたか～？

肉・魚・野菜などを使って

栄養バランスの良い料理を

作るように心がけています。

皆さん、こんにちは！

私はヘルパー歴10年のA子です。

私の1日をご紹介いたします。

い　ろう い　ろう

い　ろう

医療法人社団誠仁会
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ひろば

平成27年8月27日～28日の2日間、病院機能評価注）の訪問審査を受けました。
当院は「日本医療機能評価機構」より病院機能評価Ver.6.0の認定をいただいております。
今回、5年毎の更新として3度目の審査を受けました。
「医療の常識、世間の非常識」などの言葉がありますように、病院はローカル・ルールが蔓

延しやすいと言われています。
第三者の目で審査することで問題点が見つかる事
もあります。
指摘を受けた課題を改善しながら、地域に根ざし、安心・安全・信頼と納得の得られる医療サービ
スを提供すべく、皆様から選ばれる病院作りに取り組んでまいります。

病院機能評価を受審しました

1984年（昭和59年）に福岡県農業試験場の跡地を整
備して開園しました。
14.7haの広大な敷地の中には、四季を通じてミカンや
桃などの果樹園の他、熱帯果樹温室ではバナナなどの
熱帯果樹やハイビスカス、観葉植物が観賞できる園芸
公園があります。
収穫されたフルーツは、管理事務所内で購入が可能で
す。
また、丸太登りやタイヤくぐりなど14種類の遊具がある
芝生広場や高さ15m、標高95mの展望台があり、家族
みんなで楽しめます。
園芸センターでは、専門の技術員が電話や来園者に
対して農園芸相談を行っています。

10月からは、「スケッチ大会」や「みかん狩り」「園芸まつ
り」などの楽しいイベントが多数企画されています。
いよいよ行楽の秋です！ご家族でお弁当を持って自然
の恵みを満喫しませんか。

夫婦石病院近くのおすすめスポット

【問合せ先】
花畑園芸公園
住所：福岡市南区柏原 7－571－1
営業時間： 9 時～ 17時
定 休 日： 月曜（祝日の場合は翌日）、
 年末年始（12月 29 日～ 1月 1日）
入 園 料：無料
駐車料金：普通車 300 円
☎092－565－5114
園芸相談☎092－566－3987（10 時～ 16時）

注）病院機能評価は、病院が組織的に医療を提供するための基本的な活動（機能）が、適切に実施されているかを中立的、
科学的、専門的な検知から評価する仕組みです。認定病院数は、平成26年3月末時点で2,342病院、全病院の27.3%
を占めています。

～花畑園芸公園～

医療法人社団誠仁会
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　健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称します。
　国の許可等の有無や食品の目的、機能などの違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食
品」に分類されます。

 〈特定保健用食品（トクホ）〉
　このマーク、一度は見かけたことがありませんか？
個々の製品ごとに消費者庁長官の許可を受けており、「保健の効果」を表
示することのできる食品です。
　他の食品と違うのは、からだの生理的機能などに影響を与える成分を
含んでいて、お腹の調子を整える、コレステロールの吸収を抑えるなど、
「特定の保健の効果」が科学的に証明されているということです。

 〈栄養機能食品〉   ※トクホのようにマークはありません
　高齢化や不規則な生活により 1 日に必要な栄養成分をとれない場合な
ど、「栄養成分の補給を主な目的」として、摂取する人に対してその栄養成
分の機能の表示をしている食品です。（例：骨を強くするカルシウムなど）
消費者庁長官の許可を受けている食品ではありません。
国が定めた栄養成分の規格基準に一つでも適合していれば製造業者等が
各々の責任で表示できるというものです。

「保健機能食品」について栄養管理室
　 　より

　「トクホ」も「栄養機能食品」も、自分に合った食品を選択するための情報を得
ることができます。
　どれにしようか迷った時には、ぜひ参考にしてみて下さい。
複数の食品をとるときには、特定の栄養成分の過剰摂取にならないよう注意す
ることも大切です。

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!!
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14.7haの広大な敷地の中には、四季を通じてミカンや
桃などの果樹園の他、熱帯果樹温室ではバナナなどの
熱帯果樹やハイビスカス、観葉植物が観賞できる園芸
公園があります。
収穫されたフルーツは、管理事務所内で購入が可能で
す。
また、丸太登りやタイヤくぐりなど14種類の遊具がある
芝生広場や高さ15m、標高95mの展望台があり、家族
みんなで楽しめます。
園芸センターでは、専門の技術員が電話や来園者に
対して農園芸相談を行っています。

10月からは、「スケッチ大会」や「みかん狩り」「園芸まつ
り」などの楽しいイベントが多数企画されています。
いよいよ行楽の秋です！ご家族でお弁当を持って自然
の恵みを満喫しませんか。

夫婦石病院近くのおすすめスポット

【問合せ先】
花畑園芸公園
住所：福岡市南区柏原 7－571－1
営業時間： 9 時～ 17時
定 休 日： 月曜（祝日の場合は翌日）、
 年末年始（12月 29 日～ 1月 1日）
入 園 料：無料
駐車料金：普通車 300 円
☎092－565－5114
園芸相談☎092－566－3987（10 時～ 16時）

注）病院機能評価は、病院が組織的に医療を提供するための基本的な活動（機能）が、適切に実施されているかを中立的、
科学的、専門的な検知から評価する仕組みです。認定病院数は、平成26年3月末時点で2,342病院、全病院の27.3%
を占めています。

～花畑園芸公園～
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　健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称します。
　国の許可等の有無や食品の目的、機能などの違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食
品」に分類されます。

 〈特定保健用食品（トクホ）〉
　このマーク、一度は見かけたことがありませんか？
個々の製品ごとに消費者庁長官の許可を受けており、「保健の効果」を表
示することのできる食品です。
　他の食品と違うのは、からだの生理的機能などに影響を与える成分を
含んでいて、お腹の調子を整える、コレステロールの吸収を抑えるなど、
「特定の保健の効果」が科学的に証明されているということです。

 〈栄養機能食品〉   ※トクホのようにマークはありません
　高齢化や不規則な生活により 1 日に必要な栄養成分をとれない場合な
ど、「栄養成分の補給を主な目的」として、摂取する人に対してその栄養成
分の機能の表示をしている食品です。（例：骨を強くするカルシウムなど）
消費者庁長官の許可を受けている食品ではありません。
国が定めた栄養成分の規格基準に一つでも適合していれば製造業者等が
各々の責任で表示できるというものです。

「保健機能食品」について栄養管理室
　 　より

　「トクホ」も「栄養機能食品」も、自分に合った食品を選択するための情報を得
ることができます。
　どれにしようか迷った時には、ぜひ参考にしてみて下さい。
複数の食品をとるときには、特定の栄養成分の過剰摂取にならないよう注意す
ることも大切です。

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!!
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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」
■サテライト型 小規模多機能施設めおといわ「結」

<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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●（25棟）

■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
〒811-1355　福岡市南区桧原7丁目23-12　　 TEL：092-408-6192　FAX：092-408-6193

〒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

〒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」

サテライト型 小規模多機能施設
めおといわ「結」

夫婦石病院
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