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▲

まずは、当法人に入職された経緯をお聞かせくだ
さい。
　長男が通っていた幼稚園の父母会で、夫婦石病院
の看護主任さんが、専業主婦だった私に、「看護師免
許を持っているのに働かないのはもったいない」と面
接の日まで決めてしまったのがきっかけでした。主人
からも社会貢献につながると賛成してくれたので決心
し、入職いたしました。

▲

松山介護事業部6事業所を統括されていますが、
今までどのようなご苦労がありましたか？
　今までと言うより、今もなのですが、人手不足でしょ
うか。スタッフが揃っていれば、どんな苦労も苦労には
感じませんが、人手不足ですと、利用者様にも迷惑が
掛かりますし、スタッフも過剰労働になり、心も身体も
心配です。

▲
6事業所それぞれ制度が違うと思いますが、情報
収集はどのようにされていますか？
　6事業所とも管理者がしっかりしているので、行政か
らの情報等夫々に依頼し、報告をもらっております。私
自身、主任ケアマネ会に出席したり、福岡県看護協会
の看護師職能委員会Ⅱ（介護保険施設や在宅で働く
看護師の委員会）の副委員長をさせていただく中で、
色々な方のご意見を伺えるのは参考になります。

今回は松山介護事業部の井本次長です。
開業後4年間の苦労話やプライベートについてのお話をお伺いしました。

▲

職員の健康管理について、どういう所に特に気を
つけられていますか？
　安全衛生管理者をしておりますので、健康診断の結
果を職員一人一人に面談して渡しております。
　ただ、メンタルヘルスについては、数値で測れない
部分も多いので、なるべく毎日各事業所を巡回し、表
情が暗かったり、日頃と様子が違うスタッフを見かけ
た時は、声を掛けてみたり、個人面談を実施していま
す。

▲

介護報酬のマイナス改定が続いていますが、今後
どのような所に力を入れようと思っていますか？
　利用者様へ質の高いサービスを提供し、皆様から選
ばれる事業所になれば、自然に報酬はついてくると思
います。その為にも、誠仁会の倫理規定を遵守し、特
に利用者様の尊厳を大切にサービス提供できるよう
に努力しています。

▲

最後にストレス解消法や休日の過ごし方をお聞か
せください。
　私をご存じの方は皆さん思い当たるでしょうが、音楽
が好きなので、吉井和哉さん・SMAP・嵐・小田和正さ
ん…等、幅広くライブで発散しております。昨年から
は、お茶を始め、それに伴い着付け・禅語・焼き物・お
茶花の為の庭いじりと楽しみが増えました。もっと早く
から取り組めば良かったと後
悔する程、奥が深いです。
　また、主人との年一回の旅
行も楽しみの一つで、二人で今
年は何処へいこうかと相談して
いる最中です。

ひと インタビュー

医療法人 社団誠仁会
松山介護事業部 次長

井本 ひろみ
九州大学医療技術短大卒
九州大学附属病院第二外科勤務を経て、
平成4年夫婦石病院入職
平成23年10月より松山介護事業部次長

インフルエンザと
　ワクチン接種について－

〜診療のご案内〜
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　インフルエンザは毎年冬の初めから春先に
かけて全国的に流行します。ご高齢の方や基
礎疾患のある方が発症すると重症化すること
があり、注意が必要です。インフルエンザワク
チンは発症抑制に一定の効果があり、発症し
ても重症化を防ぐことが可能とされています。
　ワクチンは接種を受けてから効果が出るま
で少なくとも 2 週間はかかるため、流行期の
前に済ませることが大切です。毎年、流行する
インフルエンザの型は変化し、ワクチンは流行
を予想して製造されます。またワクチンの効果
は長くても5ヶ月ほどであり、厚生労働省は毎
年の接種を推奨しています。
　ワクチン接種者の10-20%に、接種部位に
発赤や痛みを生じたり、だるさや微熱が出るこ
とがあります。これらの症状は通常数日以内に
自然軽快しますが、極めてまれに重篤なアレル
ギー反応が起こることもあります。重篤な症状
は接種後すぐに出現することが多いため、接
種後 30 分程度は病院で待機したほうが安心
です。
　インフルエンザの感染経路は飛沫と接触が
ほとんどです。流行期になったら、人混みはな
るべく避けて、外出後は流水と石鹸で手を洗
いましょう。アルコール消毒も効果があります。
不織布マスクは予防に一定の効果があります
が、感染者本人が飛散防止のためにマスクを
着用することが重要です。また、空気が乾燥す
るとウイルスが体内に侵入しやすくなります。室
内の湿度をなるべく50-60%程度に保ちましょ
う。手入れをしていない加湿器では、水蒸気と
ともに細菌が飛散し、呼吸器感染症をきたす
ことがありますので注意してください。
　上記の様に予防対策をしていても、残念な

がら感染を完全に防ぐことはできません。下記
の様にインフルエンザが疑われる場合は、病
院で検査を受けてください。
　インフルエンザの症状は、突然の高熱
（38℃以上）と咽頭痛、頭痛や関節痛、筋肉痛
などが特徴的です。特に、身近にインフルエン
ザと診断された人が居る場合は要注意です。
検査は鼻やのどの奥から粘液を採取し、15分
以内に結果が判明します。治療の詳細は省略
しますが、重要なことは高熱が出てから48時
間以内に抗インフルエンザ薬の投与を受けな
いと、効果が低下するということです。ご高齢
の方や基礎疾患のある方は細菌性肺炎を併
発することがあり、その場合は抗生物質の投
与も必要になります。また基礎疾患が悪化し、
入院が必要になることもあります。症状が改善
しても、数日はウイルスが体内に残存していま
す。登校や出勤は医師に確認してからがいい
でしょう。
　インフルエンザは予防が重要です。当院職
員は自らの健康と患者さんへの配慮から、原
則的に全職員がインフルエンザワクチン接種
を受けています。また当院へ入院される患者さ
んにも接種を強く勧めています。
　最近はインターネットの普及により、多種多
様な情報が氾濫しています。中にはワクチンは
効果がなく有害である、などと不安をあおるよ
うなサイトも見受けられますが、惑わされては
いけません。ご心配な方は、厚生労働省や国
立感染症研究所のホームページをご覧になる
ことをお勧めします。ワクチン接種は健康保険
が適用されず自費になりますが、市町村による
公費負担もありますので、お住まいの地域の
保健所や医療機関にご確認ください。
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夫婦石病院

=入院してここが変わりました =―「家にもどる」ということ―
～自宅復帰、在宅生活を支える　　　
　　　　　　　当法人の取り組み～

　思いもかけずに病気やケガで入院生活を送ることになり、今後のことに不安を覚えた方

も多いと思います。

　当法人は医療部門（夫婦石病院、松山診療所）と在宅部門（ケアセンター、訪問看護ステーション、

ヘルパーステーション、デイサービス、グループホーム、小規模多機能施設 2 か所）からなり、

入院－治療－リハビリそして退院後の生活まで切れ目のない医療介護サービス体制を整えて

います。

　今回、そのように夫婦石病院から自宅へ戻られた A 様の入院から自宅復帰までの様子を

A様の許可を頂いてご紹介致します。

7 月 7日 熱などで体調を崩されご自宅より B病院へ入院

7月 14 日 B 病院から夫婦石病院へ転院

7月 15 日 リハビリ開始（安静治療による機能低下を改善するため）
 体力が低下している初期は担当療法士が病室へ出向いてリハビリを

行います。
 その後はリハビリ室にて起き上がりや

立ち上がり、顔を拭く、食事をするな
ど生活に必要な動作をマンツーマンで
繰り返し練習します。

 体力を回復し、少しづつ入院前の運動
機能を取りもどしていきます。

11月 10 日 退院前自宅訪問　（ご本人、病院リハビリ担当、看護師の 3名）
 ご自宅にもどった場合に困ることや心

配なことがないよう入院中にご本人と自
宅へ伺い、ご家族一緒に動作の確認を行
います。担当ケアマネージャー（※後述）
も来訪して A さんに必要な介護サービ
スや福祉用具の検討を行いました。

　　　　食事：誤嚥性肺炎の診断があり、始めは肺炎
後の廃用症状で経鼻チューブからの栄
養摂取で口から食べることはできませ
んでした。その後、言語聴覚士による
嚥下訓練も始まり、ミキサー食が食べ
られるようになりました。

身の回り動作：ベッドからの起き上がりや車
椅子への移乗が少ない介助で
できるようになりました。

 またベッドから立ち上がるに
は 2 人の介助を必要としまし
たが、1 人の介助で方向転換
も可能になりました。

日常生活動作：体力が向上してできる動作が増え、ベッ
ドの上で食べていた食事も車椅子に座っ
てとれるようになり、以前のようにポー
タブルトイレも使えるようになりました。

―そろそろご自宅へ戻れそうです―
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11 月 30 日 訪問診療開始
 第 2・4 木曜日に松山診療所の医師と

看護師がご自宅まで訪問し、診察や内
服薬の調整を行います。

12月 5～ 14日　緊急訪問・臨時訪問（訪問看護）
 ご家族より排泄や痰の量などで問い合わせがあり定期的な訪問

以外に計 4 回訪問看護を行いました。その都度、主治医に健康
状態を報告、指示を受けながら対応しました。

　その後は定期の訪問診療のみとなりショートステイ
などを利用され奥様と在宅生活を送られています。

ケアマネージャー（介護支援専門員）とは？
介護の知識を幅広く持った専門家です。
居宅介護支援事業所や施設でご利用者様と事業所の橋渡しを致します。

 ＊介護を必要とする方や家族からの相談

 ＊ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整

 ＊定期的にご自宅へ訪問し、サービスの継続的な管理の評価

 ＊介護保険更新申請の代行

 ＊区役所からの委託された介護保険認定調査　　　　などを行っています。

「自宅に手すりをつけたい」「車椅子やベッドが欲しい」「デイサービスを利用したい」「身体介護をして
欲しい」など、介護保険でのサービスが必要な時にご相談ください。

11 月 18 日 退院前カンファレンス（病院内）
 自宅で安心して生活できるようご本

人、ご家族を中心に病院からは医師、
看護師、医療ソーシャルワーカー、
リハビリ等のスタッフ、在宅サービ
スからはケアマネージャー、福祉用
具業者、訪問看護師、デイサービスやショートステイ施設などのス
タッフが夫婦石病院へ集まり話し合いを行いました。

―病院からいよいよご自宅へ―

自宅で
11 月 24 日 自宅へ退院
 早速、訪問診療がありました。

11月 25 日 訪問リハビリ、訪問看護開始（週2回　水・金曜日）
 デイサービスのスタッフが来訪し、送迎方法などの

最終確認を訪問リハビリのスタッフと行いました。
 訪問看護では自宅での様子や、食事・排泄

状況を伺い、気がかりなことなどあれば主
治医へ報告します。

11月28日 デイサービス利用開始（週2回　火・土曜日）

　入院中は以前の生活に戻れるよう病気の治療やリハビリを積極的に行って身体機能の
回復に努めます。
　そして退院が近づく頃に自宅へ伺い、実際に過ごされる部屋で動作を確認したり必要な介護
サービスを提案したりして家での生活に不安がないようお手伝いしています。
　無事治療を終えて退院しても急な体調の変化など家ではいろいろなことが起こります。
　「困ったな」「こんなときはどうすればいいの？」など、ご家族のひとつひとつの思いに
しっかりと応えていけるよう、そして皆様に「家にいても安心」と感じて頂けるように医療、
介護サービスを行っています。

訪問リハビリテーション部が病院へ移動しました
　2015 年 10 月、城南区の地域包括ケアセンター内にありました訪問リハ
ビリテーション部が夫婦石病院へ移りました。病院のリハビリスタッフルーム
の一角にその訪問リハビリテーション部があります。
　詳しい内容は次号でお知らせするとともに病院のホームページに新たに
掲載しますのでそちらもご覧下さい。

＊訪問診療（松山診療所）

＊訪問看護（訪問看護ステーションめおといわ）

＊訪問リハビリ（夫婦石病院 訪問リハビリテーション）

A様がご利用されている当法人の在宅サービス
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医療相談地域連携室
近年、地域で亡くなられた事に近隣の方々が気づかず、相当日数を経過してから発見されるという、いわゆる
「孤立死」という大変痛ましい出来事が起こっています。
今回は、孤立死ゼロを目指して福岡市が取り組んでいる活動をご紹介します。

詳しい内容は、保健福祉局・介護予防課（TEL 092-733-5346）
または、病院の『ソーシャルワーカー』にお気軽にお尋ねください。

【孤立死の疑われる急な異変】
①溜まった郵便物
②干されたままの洗濯物
③昼夜ついている電灯
④家の中から異臭
などの異変に気付き、対応に困ったら…

　福岡市では、日頃から「見守り活動」に取り組み、これを強化していっています。
　それらの活動の一つで、企業などと連携し、孤立死の防止などを目的として、高齢者等の見守りをより
重層的に行うため、新たに開始されたのが、“福岡市 見守りダイヤル”です。
　地域の住民の方や自宅を訪問する企業（電気、ガス、水道、新聞販売店、宅配業者等）が、孤立死の疑
いなどの住民の異変に気付いた場合に、下記連絡先に通報することで、その通報を受けた福岡市が委
託業者に依頼し、内容に合わせた安否確認を行います。

福岡市 見守りダイヤル

080-9100-0883

連絡を受けた内容に合わせて、安否確認を行います！！

（電話受付 365日24 時間対応）

通報してください

※現場対応は8:00 ～ 20:00までの間

※警察、消防案件は除く

※事前申し込みは不要

・地域の見守り活動の中で、孤立死などの対応を関係機関とルール化していれば、そちらを優先
してください。
・電話番号は通知でかけてください。不在着信の場合は、すぐに折り返し電話します。
・現在「見守りダイヤル」は市内に1ヶ所設置のため、現地に到着するまで、時間がかかる場合
があります。

【注意点】

あなたの通報で
一命を取り留めることが
できるかもしれません…

ひろば

当院は昨年8月に、病院機能評価の認定を受審し、12月4日付で認定が決定
しました。
夫婦石病院では、これで3回目の更新（星3つ☆☆☆が認定証に印刷されて
います）となります。現在、全国の病院の約3割が認定されています。

病院機能評価の認定証が
届きました

夫婦石病院野球部は1991年夫婦石バッファローズとして創部、1993年原嶋ス
ポーツサンデーリーグに加盟しました。成績の低迷もあり2000年夫婦石イン
ディアンスに改名、一転リーグ上位に名を連ねるチームへと変身しましたが優
勝には程遠く、2010年夫婦石レッドソックスに改名、一躍優勝を争うチームへと
変貌を遂げてきました。そして2015年、創部25年目にして優勝という栄冠を勝
ち取ることができました。25年間温かく見守っていただいた関係者の皆様に心
から感謝申し上げます。

夫婦石レッドソックスは、「マナー・モラルの高いチーム」「すがすがしい攻撃野球のチーム」としてリーグで高い評価をいただ
いています。これからも社会人草野球の模範となるようなチームつくりに励み、育成された高い人間性を医療現場に生かさ
れるよう指導したいと思います。連覇に向け更なるご声援・ご支援お願い致します。（監督　永友靖）

夫婦石レッドソックス

夫婦石病院サイクリング部
気楽に走る！をモットーに、気の合う仲間・男性7名で一年前に結
成しました。
ゆっくりサイクリングや、適度なスポーツ走行で汗を流すには最適
なクラブを目標に、ロングライドからヒルクライム、サーキット耐久
レースまでいろんなイベントに参加していきたいと思っています。
今年の目標は6月に開催の壱岐ロードレースに参加&無事完走！？
普段は南区から那珂川・三瀬・脊振方面に出没します。見かけたら暖かい目で見守ってください。

お知ら
せ

全国キャラバン・メイト連絡協議会より、かねてから“めおといわ「ゆい」”で協力さ
せていただいている堤地区の取組みが高く評価され、標記を受賞しました。全国
から集められた実践事例の中から先駆的な6事例の一つとして取り上げられ、東
京での表彰式に出席し活動を報告しました。これからも
「認知症になってもだれもが安心して住み続けることがで
きる地域づくり」に積極的に関わり、専門家として協力し
てまいります。
（小規模多機能施設 めおといわ ゆい　施設長 党 一浩）

認知症サポーターキャラバン
平成27年度優良活動事例受賞

お知ら
せ

なか
ま

たち

クラブ

紹介
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いなどの住民の異変に気付いた場合に、下記連絡先に通報することで、その通報を受けた福岡市が委
託業者に依頼し、内容に合わせた安否確認を行います。

福岡市 見守りダイヤル

080-9100-0883

連絡を受けた内容に合わせて、安否確認を行います！！

（電話受付 365日24 時間対応）

通報してください

※現場対応は8:00 ～ 20:00までの間

※警察、消防案件は除く

※事前申し込みは不要

・地域の見守り活動の中で、孤立死などの対応を関係機関とルール化していれば、そちらを優先
してください。
・電話番号は通知でかけてください。不在着信の場合は、すぐに折り返し電話します。
・現在「見守りダイヤル」は市内に1ヶ所設置のため、現地に到着するまで、時間がかかる場合
があります。

【注意点】

あなたの通報で
一命を取り留めることが
できるかもしれません…

ひろば

当院は昨年8月に、病院機能評価の認定を受審し、12月4日付で認定が決定
しました。
夫婦石病院では、これで3回目の更新（星3つ☆☆☆が認定証に印刷されて
います）となります。現在、全国の病院の約3割が認定されています。

病院機能評価の認定証が
届きました

夫婦石病院野球部は1991年夫婦石バッファローズとして創部、1993年原嶋ス
ポーツサンデーリーグに加盟しました。成績の低迷もあり2000年夫婦石イン
ディアンスに改名、一転リーグ上位に名を連ねるチームへと変身しましたが優
勝には程遠く、2010年夫婦石レッドソックスに改名、一躍優勝を争うチームへと
変貌を遂げてきました。そして2015年、創部25年目にして優勝という栄冠を勝
ち取ることができました。25年間温かく見守っていただいた関係者の皆様に心
から感謝申し上げます。

夫婦石レッドソックスは、「マナー・モラルの高いチーム」「すがすがしい攻撃野球のチーム」としてリーグで高い評価をいただ
いています。これからも社会人草野球の模範となるようなチームつくりに励み、育成された高い人間性を医療現場に生かさ
れるよう指導したいと思います。連覇に向け更なるご声援・ご支援お願い致します。（監督　永友靖）

夫婦石レッドソックス

夫婦石病院サイクリング部
気楽に走る！をモットーに、気の合う仲間・男性7名で一年前に結
成しました。
ゆっくりサイクリングや、適度なスポーツ走行で汗を流すには最適
なクラブを目標に、ロングライドからヒルクライム、サーキット耐久
レースまでいろんなイベントに参加していきたいと思っています。
今年の目標は6月に開催の壱岐ロードレースに参加&無事完走！？
普段は南区から那珂川・三瀬・脊振方面に出没します。見かけたら暖かい目で見守ってください。

お知ら
せ

全国キャラバン・メイト連絡協議会より、かねてから“めおといわ「ゆい」”で協力さ
せていただいている堤地区の取組みが高く評価され、標記を受賞しました。全国
から集められた実践事例の中から先駆的な6事例の一つとして取り上げられ、東
京での表彰式に出席し活動を報告しました。これからも
「認知症になってもだれもが安心して住み続けることがで
きる地域づくり」に積極的に関わり、専門家として協力し
てまいります。
（小規模多機能施設 めおといわ ゆい　施設長 党 一浩）

認知症サポーターキャラバン
平成27年度優良活動事例受賞

お知ら
せ

なか
ま

たち

クラブ

紹介

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」
■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/

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://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

■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」

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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ひとインタビュー 〈松山介護事業部次長　井本 ひろみ〉
診療のご案内 〈夫婦石病院 医師　猪俣 慎二郎〉
「家にもどる」ということ
～自宅復帰、在宅生活を支える当法人の取り組み～

訪問リハビリテーション部
医療相談地域連携室
ひろば
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