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医療法人 社団誠仁会 グループ

医療法人  社団誠仁会  施設周辺マップ
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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

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

松山診療所

● 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

● 居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ http://www.meotoiwa.com/care/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-872-5420　FAX：092-872-5351

● 訪問看護ステーションめおといわ http://www.meotoiwa.com/care/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-872-5353　FAX：092-872-5351

● ヘルパーステーションめおといわ http://www.meotoiwa.com/care/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-872-5352　FAX：092-872-5351

● 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
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肝機能障害について
ご存じですか？「ロコモ」
PPKとNNK
お薬の服用のタイミング
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「避難行動要支援者」の支援について
管理栄養士おすすめレシピ
ひとインタビュー
デイサービスめおといわ「おおぞら」の特徴

「避難行動要支援者」の支援について
管理栄養士おすすめレシピ
ひとインタビュー
デイサービスめおといわ「おおぞら」の特徴

誠仁会グループは
笑顔いっぱい元気いっぱいで
頑張っています！



夫婦石病院　副院長 岩田　郁
いわた かおる

肝機能障害について

Doctor column

　健康診断や人間ドックなどでの肝機能障
害が指摘される割合は15～35%であり、年
齢が上昇するにしたがって肝機能障害の割
合は増えます。肝機能障害の数値（AST・
ALT・γGTPなど）が上昇していると言うこと
は、肝臓の細胞が壊れていることを意味しま
す。AST・ALT・γGTPなどは肝臓の細胞内
に存在しており、何らかの原因で肝臓の細
胞が破壊されると血液に出てきます。数値が
高ければ壊れている細胞が多いことを意味
します。

　肝機能障害の原因としては、肝炎ウイル
ス、薬剤性、自己免疫性や遺伝性、飲酒、脂
肪肝などがあります。原因によって治療が異
なるため、肝機能障害を指摘された場合は、
数値が低くてもまず原因を調べる必要があ
ります。
　肝炎ウイルスは、A型からE型までの5種類
があります。A型とE型は一過性の感染で急
性肝炎を来しますが、慢性化することはあり

ません。D型は特殊なウイルスであり日本に
はあまり存在しません。B型とC型肝炎ウイル
スは慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行す
るため精査が必要になります。近年、治療薬
の進歩によりB型肝炎は、原因であるB型肝
炎ウイルスの増殖を抑えて病状の進行を抑
えることが出来る様になりました。またC型肝
炎については内服の薬剤で高い確率でC型
肝炎ウイルスを排除出来る様になりました。
治療薬の進歩により積極的に治療が行える
ため、早めに発見し治療に結びつけることが
重要です。

　薬剤性、自己免疫性や遺伝性などが原
因の肝機能障害は、肝機能障害全体から
見れば頻度は少ないですが、原因が判れ
ば治療が行えるため、病状の制御は可能
です。前述以外の肝機能障害の原因の多
くは、飲酒や過栄養による脂肪肝であり
増加傾向です。ウイルス性肝炎などでは
ないので「脂肪肝が原因の肝機能障害は
軽視してよいのか？」と言うと軽視や放
置をしてはいけません。脂肪肝は飲酒や
過栄養により肝臓に脂肪が蓄積するため
に起こります。飲酒はコミュニケーショ
ンやストレス解消等には貢献しています
が、飲酒量の程度を守ることは重要です。
肝機能障害が出現する様な、過度・長期
の飲酒は、脂肪肝から肝硬変や肝がんに
進行します。一時的に禁酒すれば数値は
改善しますが、その数値をみて安心して、
再度過度の飲酒をする様になり、飲酒と
禁酒を繰り返しながら肝硬変に進行しま
す。肝硬変に進行するといろいろな症状
が出現して日常の生活に支障や負担がか
かるようになります。治療は節酒や禁酒
です。ただ、禁酒したくても禁酒が出来
ない人や病状が進行している場合は定期
的な医療機関への受診が必要です。
　飲酒が原因で無い脂肪肝は、栄養過多
に伴うものであり、肥満症、高血圧、糖
尿病、脂質異常症、高尿酸血症などのい
わゆる生活習慣病を伴っていることが多
いです。栄養過多に伴う脂肪肝には、あ

まり病状が進行しない脂肪肝と肝硬変や
肝がんに進行する脂肪肝があります。肝
硬変や肝がんに進行する脂肪肝は飲酒が
原因ではないが飲酒したのと同じような
肝臓の状態になり、ナッシュ（NASH：
非アルコール性脂肪肝炎）と呼ばれてい
ます。脂肪肝の治療は、多くが栄養過多
であり、体重のコントロールが重要にな
ります。あまり病状が進行しない脂肪肝
であっても、生活習慣病を伴っているこ
とが多いため生活習慣病の治療が必要で
す。今回、肝機能障害についてのお話で
したが、肝機能障害を指摘された場合は、
まず原因を調べることが重要です。特に
初めて肝機能障害を指摘された場合は是
非精査を行ってください。

医療法人　社団誠仁会 SEIJINKAI
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夫婦石病院
リハビリテーション部～ご存じですか？「ロコモ」～

テレビや雑誌等でよく耳にする言葉、「ロコモ」。
正式には、「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」、略して「ロコモ」です。
最近では、大人だけでなく子供たちの中にも増えていると言われています。
コロナ渦の中で大変な日々ですが、元気に過ごすためには日々の対策・予防が大切です。そこで今回はロコモ
の原因や対策についてご紹介します。

ロコモとは？ 運動器の障害によって移動機能（立ちすわりや歩くなど）が
低下した状態

やってみよう、ロコチェック!!

やってみよう　ロコモ対策「＋１０」プラステン習慣!!やってみよう　ロコモ対策「＋１０」プラステン習慣!!
今より10分多く体を動かすことがロコモ予防につながります。

Let’s チャレンジ

原因は？

対策は？

調べる方法は？

・筋力低下
・バランス能力の低下
・骨や関節、神経の病気⇒

□片足立ちで靴下がはけない
□家の中でつまずいたり滑ったりする
□階段を上るのに手すりが必要である
□家のやや重い仕事が困難である（掃除機かけ、布団のあげおろし）
□2㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難である（１Lの牛乳パック2個程度）
□15分くらい続けて歩けない
□横断歩道を青信号で渡りきれない

・ロコモ25
・立ち上がりテスト

・２ステップテスト
・ロコチェック（レッツチャレンジのコーナー参照）

ロコモの三大原因疾患
変形性膝関節症、骨粗しょう症、脊柱管狭窄症

医療法人　社団誠仁会 SEIJINKAI
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加齢や運動不足による

骨・関節・筋力の衰え

片足立ち（5cm片足をあげる）

※無理せず、自分のペースで続けましょう。 参考資料：大正製薬「1からわかるロコモ」

1分×3セット（左右）一日

ロコトレ① ロコトレ②

スクワット

つま先を開く

自信の
ない方…

30°
息をはきながら
腰をおろす

5回×3セット一日

痛み・バランス能力の低下
可動域の制限 移動能力の低下 寝たきり

※運動器：骨、関節、筋肉、神経など

※１つでも当てはまる項目がある人はロコモの心配があります。
　実施される場合は、注意して行いましょう。

参考資料：厚生労働省「アクティブガイド2013」・大正製薬「１からわかるロコモ」

①運動（ロコトレ）　②食事　③転倒・骨折予防　④生活習慣

ロコモ度テストがあります

足腰の筋肉は40歳から弱くなる
骨は50歳前後から弱くなる

ロコモコーディネーター　理学療法士 松尾 久徳

移動機能を保ったり、きたえたりできるのは “自分” 次第です。
無理をせず、できそうなところから少しずつはじめてみましょう。

リハビリトピックスリハビリトピックス
「感染対策～当院のマニュアルに沿って～」というテーマで、感染に
関する勉強会を行いました。感染予防の知識や方法を事例をあげな
がらみんなで再確認しました。今後も感染予防に努めていきます。

歩幅を広く、
速く歩く

自宅

家事を
キビキビとやる

公園や
運動施設を利用する 休日には

外出を楽しむ

ラジオ体操を
する

スーパーまで
歩いて
買い物に行く自転車や

徒歩で移動する

× エレベーター
× エスカレーター
○階段をつかう

スポーツイベントに
参加する

TVをみながら
運動する
ロコトレ

リハビリ部内研修リハビリ部内研修 2020年10月27日
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変形性膝関節症、骨粗しょう症、脊柱管狭窄症
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加齢や運動不足による

骨・関節・筋力の衰え

片足立ち（5cm片足をあげる）

※無理せず、自分のペースで続けましょう。 参考資料：大正製薬「1からわかるロコモ」

1分×3セット（左右）一日

ロコトレ① ロコトレ②

スクワット

つま先を開く

自信の
ない方…

30°
息をはきながら
腰をおろす

5回×3セット一日

痛み・バランス能力の低下
可動域の制限 移動能力の低下 寝たきり
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①運動（ロコトレ）　②食事　③転倒・骨折予防　④生活習慣

ロコモ度テストがあります

足腰の筋肉は40歳から弱くなる
骨は50歳前後から弱くなる

ロコモコーディネーター　理学療法士 松尾 久徳

移動機能を保ったり、きたえたりできるのは “自分” 次第です。
無理をせず、できそうなところから少しずつはじめてみましょう。

リハビリトピックスリハビリトピックス
「感染対策～当院のマニュアルに沿って～」というテーマで、感染に
関する勉強会を行いました。感染予防の知識や方法を事例をあげな
がらみんなで再確認しました。今後も感染予防に努めていきます。

歩幅を広く、
速く歩く

自宅

家事を
キビキビとやる

公園や
運動施設を利用する 休日には

外出を楽しむ

ラジオ体操を
する

スーパーまで
歩いて
買い物に行く自転車や

徒歩で移動する

× エレベーター
× エスカレーター
○階段をつかう

スポーツイベントに
参加する

TVをみながら
運動する
ロコトレ

リハビリ部内研修リハビリ部内研修 2020年10月27日



もしもお薬を飲み忘れたときは、
必ずしも「思い出したときに服用すればいい」
とはならないことをご理解いただけたと思います。
普段からご自身のお薬の内容を把握していただき、
またそれでも迷ったら薬剤師へ相談をしましょう。

医療法人　社団誠仁会 SEIJINKAI
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・適度な運動をする
・バランスのよい食事
・十分かつ質の良い睡眠・休養
・禁煙
・お口の中の健康

・野菜をたっぷり取ろう
・食事は決まった時間に、時間をかけて食べよう
・甘い物や脂っぽいものは食べ過ぎない
・お腹いっぱいの時は残そう
・ひとり分ずつ取り分けて食べよう
・薄味にしよう
・ながら食いをやめよう
・お茶碗は小ぶりの物を
・調味料はかけずにつける
・食品のエネルギーを知ろう

などがあげられます。

看護部　糖尿病療養指導士 
高岡 由美子

ＰＰＫ（ピンピンコロリ）とＮＮＫ（ネンネンコロリ）

若者言葉には略すものが流行っていますが、「ＰＰＫ」という略語を聞いたことがあります
か？これは「ピンピンコロリ」のことなのです。病気に苦しむことなく元気に長生きし、最後
は寝付かず人生を終えることを意味しています。逆に「ＮＮＫ」は「ネンネンコロリ」で、長
期にわたり寝たきりになってしまうことです。人生を謳歌し、「ＰＰＫ」を目指すために、普
段からの生活を見直してみましょう。

医師は、患者さんの病状に合わせてお薬を処方します。

処方されるお薬は

①　効果発現までの時間
②　効果の持続時間からの投与間隔の検討
③　一番効果のある服用時間
④　食事の影響
⑤　胃腸障害などの二次的な作用
　そして

⑥　忘れずに飲んでもらう
などを考えて、「服用の時間帯」や「服用の間隔」などのタイミングを決めます。

また複数のお薬を服用する場合は、お薬同士が互いに影響しあって効果が増強し

たり、逆に効果が消えてしまうことも考慮します。

医師が処方した内容でも、実際に調剤する際に改めて薬剤師の目線で新たな確認

や提案をすることもあります。

調剤薬局などで「先生に確認しますね。」と言われたことがある方は、上記の①～

⑥のような内容だったかもしれません。

医師や薬剤師をはじめ医療スタッフは患者さんに「一番合ったお薬」を「一番合っ

た方法」でお渡ししたいと考えています。

今回は食生活について取り上げたいと思います。
栄養・食生活は生活習慣病といわれる2型糖尿病の予防のほか、社会生活機能の維持、向上並
びに生活の質の向上の点からとても重要となってきます。
では普段の食事でどんなことに気をつければ良いのか挙げていきます。

過食や脂肪の過剰摂取を控え、質、量ともにバランスのとれた食事をとるように心がけたいで
すね！

お薬の服用のタイミングお薬の服用のタイミング夫婦石病院 看護部 夫婦石病院 薬剤室
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「避難行動要支援者」の支援について
　災害時の避難の際に手助けが必要と思われる方（避難行動要支援者）が、日頃から高齢の方や障がいのある
方の見守り活動をされている地域の方 に々対して、あなたの情報を提供することで安否確認などの避難支援等に役
立てることができます。

夫婦石病院
医療相談地域連携室

【支援の実際】

避難行動要支援者

福岡市　　「避難行動要支援者名簿」の作成

保健福祉センターへ申請
※福岡市より登録が必要と判断された方には、同意の
ための書類が郵送される場合があります。

具体的には・・・
①移動が困難な方
②日常生活上、介助が必要な方
③情報を入手したり、発信したりする
ことが困難な方
④精神的に著しく不安定な状態をき
たす方

お住まいの地域の
避難支援等関係者へ情報提供

※避難支援等関係者・・・民生委員・児童委員、校区・地区社会福祉協議会、
校区・地区自治協議会等

名簿に登録すると・・・

「避難行動要支援者」への支援について、ご不明点・ご質問等あれば、福岡市役所 市民局 防災・
危機管理課、または病院のソーシャルワーカーへお尋ねください。

◎日頃の見守り
◎避難行動要支援者名簿を基に、個別支援計画の作成
◎避難行動要支援者名簿登録者の見守りマップの作成
◎避難行動要支援者名簿を活用した防災訓練

◎避難行動要支援者名簿を基にした、
　避難行動の支援や安否確認、救助など

平常時

災害時

オススメメニュー ロールキャベツ（トマト風味）

栄養管理室
夫婦石病院

＜作り方＞
①キャベツは芯を取って（取った芯は刻ん
で使用）ゆでる。パン粉は牛乳に浸す。

②豚ミンチ、鶏ミンチ、塩、ナツメグ、溶き
卵を合わせてみじん切りにした玉ねぎと
混ぜ合わせる。
　牛乳に浸したパン粉も加える。

③②を丸めて①のキャベツで包む。

④トマト水煮缶（ホール状の場合は少しくずす）、顆粒コンソメ、しょうゆ、
さとう、軽くゆでたもち麦を加えたスープの中へ③を入れて15分ほど
煮る。
　計量カップ1/2程の水分を加えるとあっさりとした味に仕上がります。
　　約 280kcal　塩分1.5g

もち麦をプラスして食物繊維たっぷりのスープ仕立てで身体の中から温まります
トマトにはビタミンが多く含まれています 栄養管理室

濵畑 抄子

＜材料＞ 2 人分
・鶏ミンチ 25g
・豚ミンチ 25g
・キャベツ ４枚
・玉ねぎ 1/3個
・パン粉 大さじ1/2
・牛乳 大さじ １
・卵 1/2 個
・塩 少々
・ナツメグ 少々
・しょうゆ 大さじ1/2
・さとう 小さじ1/2
・トマト水煮缶 1/2缶
・顆粒コンソメ 小さじ1/2
・もち麦 大さじ1
（水 1/2カップ）

管理栄養士 濵畑がおすすめする

良質なタンパク質がとれるレシピの紹介

最近、低糖質を意識して食事をされている方が多くみられます。糖質を制限してたんぱく質中心の食事に変えたり...
しかし糖質は身体にとってとても重要な働きをもっています。過剰摂取は様々な疾患へつながる可能性が有りますが糖
質を含む三大栄養素をバランスよく食事に取り入れて健康な身体づくりに心がけましょう。三大栄養素とは？簡単では
ありますが説明します。

糖　質 蛋白質 脂　質
エネルギー源として使われ、身体
や脳を動かす即効性の高いエネル
ギー源です。

筋肉、内臓、髪や爪などを構成す
る成分です。ホルモンや免疫細胞
を作る役割も備えています。

エネルギー源として使われたり、
細胞膜や臓器そして神経などの構
成成分です



7 8

医療法人　社団誠仁会 SEIJINKAI

「避難行動要支援者」の支援について
　災害時の避難の際に手助けが必要と思われる方（避難行動要支援者）が、日頃から高齢の方や障がいのある
方の見守り活動をされている地域の方 に々対して、あなたの情報を提供することで安否確認などの避難支援等に役
立てることができます。

夫婦石病院
医療相談地域連携室

【支援の実際】

避難行動要支援者

福岡市　　「避難行動要支援者名簿」の作成

保健福祉センターへ申請
※福岡市より登録が必要と判断された方には、同意の
ための書類が郵送される場合があります。

具体的には・・・
①移動が困難な方
②日常生活上、介助が必要な方
③情報を入手したり、発信したりする
ことが困難な方
④精神的に著しく不安定な状態をき
たす方

お住まいの地域の
避難支援等関係者へ情報提供

※避難支援等関係者・・・民生委員・児童委員、校区・地区社会福祉協議会、
校区・地区自治協議会等

名簿に登録すると・・・

「避難行動要支援者」への支援について、ご不明点・ご質問等あれば、福岡市役所 市民局 防災・
危機管理課、または病院のソーシャルワーカーへお尋ねください。

◎日頃の見守り
◎避難行動要支援者名簿を基に、個別支援計画の作成
◎避難行動要支援者名簿登録者の見守りマップの作成
◎避難行動要支援者名簿を活用した防災訓練

◎避難行動要支援者名簿を基にした、
　避難行動の支援や安否確認、救助など

平常時

災害時

オススメメニュー ロールキャベツ（トマト風味）

栄養管理室
夫婦石病院

＜作り方＞
①キャベツは芯を取って（取った芯は刻ん
で使用）ゆでる。パン粉は牛乳に浸す。

②豚ミンチ、鶏ミンチ、塩、ナツメグ、溶き
卵を合わせてみじん切りにした玉ねぎと
混ぜ合わせる。
　牛乳に浸したパン粉も加える。

③②を丸めて①のキャベツで包む。

④トマト水煮缶（ホール状の場合は少しくずす）、顆粒コンソメ、しょうゆ、
さとう、軽くゆでたもち麦を加えたスープの中へ③を入れて15分ほど
煮る。
　計量カップ1/2程の水分を加えるとあっさりとした味に仕上がります。
　　約 280kcal　塩分1.5g

もち麦をプラスして食物繊維たっぷりのスープ仕立てで身体の中から温まります
トマトにはビタミンが多く含まれています 栄養管理室

濵畑 抄子

＜材料＞ 2 人分
・鶏ミンチ 25g
・豚ミンチ 25g
・キャベツ ４枚
・玉ねぎ 1/3個
・パン粉 大さじ1/2
・牛乳 大さじ １
・卵 1/2 個
・塩 少々
・ナツメグ 少々
・しょうゆ 大さじ1/2
・さとう 小さじ1/2
・トマト水煮缶 1/2缶
・顆粒コンソメ 小さじ1/2
・もち麦 大さじ1
（水 1/2カップ）

管理栄養士 濵畑がおすすめする

良質なタンパク質がとれるレシピの紹介

最近、低糖質を意識して食事をされている方が多くみられます。糖質を制限してたんぱく質中心の食事に変えたり...
しかし糖質は身体にとってとても重要な働きをもっています。過剰摂取は様々な疾患へつながる可能性が有りますが糖
質を含む三大栄養素をバランスよく食事に取り入れて健康な身体づくりに心がけましょう。三大栄養素とは？簡単では
ありますが説明します。

糖　質 蛋白質 脂　質
エネルギー源として使われ、身体
や脳を動かす即効性の高いエネル
ギー源です。

筋肉、内臓、髪や爪などを構成す
る成分です。ホルモンや免疫細胞
を作る役割も備えています。

エネルギー源として使われたり、
細胞膜や臓器そして神経などの構
成成分です



▲

夫婦石病院の感想は？
　前職である日赤病院在職中に、父親が大学病院で手術
を受け、術後の回復リハビリで夫婦石病院にお世話になり
ました。その時は、夫婦石病院の職員の方々の挨拶や接遇
が素晴らしく、優しい病院というイメージを持ちました。
　その後、縁あって夫婦石病院に転職したのですが、職員
像は当時のイメージのままでした。
　当院に勤務して感じたことは、職員間の距離がものすご
く近いということです。チーム医療を実践していることもあ
るのでしょうが、上司と部下、他職種との連携が日頃から
緊密に取れていると感じます。同時に、夫婦石病院の患者
さんは他院からの紹介が多く、医療連携も活発に行われて
おり、院内や院外を問わず人との繋がりの重要さを改めて
認識しています。

▲

取り組み
　どの業種においても顧客満足の向上は重要な課題です。
　夫婦石病院に入社後は事務系部署の顧客満足向上を考
えました。
　当院は油山の中腹にあるため公共交通機関では来院が
難しく、このため病院から無料の巡回バスを運行していま
す。その他搬送等を含めた車両の運行と病院の受付を統
合した「患者サービス課」を新設し、文字通り患者サービ
スの向上を図りました。
　本年度は「施設管理課」を設置し、病院運営の効率化と
ともに療養環境の向上を目指しています。

▲

苦労話
　前職が急性期病院であったため、介護という分野は初め
てでした。介護事業も様々な形態があり、今なお勉強中で
す。

▲

医療業界を選んだ理由は？
　今の学生さんは「○○になりたい」という目標を持ってい
る方が多いようですが、私たちが学生の頃は、特に文系は
「○○になりたい、○○をしたい」よりも「○○に就職したい」
の方が多かったと思います。
　就職活動では圧倒的に営業職の求人が多い中、ぼんや
りと「人の役に立つ仕事」という思いが浮かび、日赤病院の
採用試験を受けたところ採用され、医療界に入りました。

▲

1日の中で一番好きな時間は？
　学生時代からずっとギターを弾いていましたが、家にあ
るギターはもう10年以上もケースに眠ったままです。
　今は「弾く」のではなく、もっぱらギター曲を「聴く」ばか
りで、一番リラックスする時間です。
　最近では、プロのクラシックギタリストに扮する福山雅
治さんが石田ゆり子さんと共演する『マチネの終わりに』と
いう映画がお気に入りです。この映画は全編がクラシック
ギターのBGMで、超難曲の『大聖堂』を弾きこなす福山さ
んには驚かされました。

▲

ホークスファンになったきっかけは？
　小さい頃から野球が好きで、平和台球場にもよく足を運
んでいました。
　1979年にライオンズが福岡を去り、その10年後ホーク
スが福岡に移転するとともに私の応援球団もホークスにな
りました。
　特に王会長が監督に就任してから熱狂的になり、宝物は
宮崎キャンプで当時の王監督から目の前で書いていただい
たサイン入りユニフォームです。クライマックスや日本シ
リーズ等の「ここぞ」という試合ではこのユニフォームで応
援しています。
　昨年は新型コロナウイルスの流行でドーム観戦は出来ま
せんでしたが、今年は何とか収まって欲しいものです。

ひと インタビュー

夫婦石病院　事務長

井上　盛隆
福岡大学卒業後、
福岡赤十字病院に入職。
平成25年４月より夫婦石病院
管理部入職。現在に至る。

いの うえ もり たか

今回の「ひとインタビュー」は管理部の井上事務長です。
普段はなかなか見る事のできない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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デイサービスめおといわ「おおぞら」

おおぞら 管理者　緒方 大亮

「おおぞら」の特徴
デイサービス「おおぞら」は介護度が高い方でも快適にご利用いただけます。
医療法人の強みを生かし、より専門性に特化した支援が可能です。
また、機能訓練や入浴環境も充実しており、安心・安全な一日をお過ごしいただけます。

1．幅広い医療ニーズにお応えします
●看護師が常駐しているため、医療ニーズの高い方の
受け入れも可能です。
　吸引や経管栄養の方にも対応いたします。
●同一敷地内に診療所を備えており、万が一の時の
対応も安心です。

2．充実した機能訓練をご提供します
●機能訓練指導員2名が在籍。
　（理学療法士1名、作業療法士1名）
●その方のニーズに合わせて、少しでも快適に日常生
活が送れるようサポートいたします。

3．安心・安全な入浴設備を完備
●浴槽への移乗が不要な個浴型特殊浴槽を完備してい
ます。
●ご家庭での入浴が困難な方でも安心で快適な入浴を
お約束いたします。

ご質問などがございましたら（連絡先は裏表紙に記載して
あります）施設案内パンフレットをご準備しております
ので、お気軽にお問合せ下さい。

在宅部



▲

夫婦石病院の感想は？
　前職である日赤病院在職中に、父親が大学病院で手術
を受け、術後の回復リハビリで夫婦石病院にお世話になり
ました。その時は、夫婦石病院の職員の方々の挨拶や接遇
が素晴らしく、優しい病院というイメージを持ちました。
　その後、縁あって夫婦石病院に転職したのですが、職員
像は当時のイメージのままでした。
　当院に勤務して感じたことは、職員間の距離がものすご
く近いということです。チーム医療を実践していることもあ
るのでしょうが、上司と部下、他職種との連携が日頃から
緊密に取れていると感じます。同時に、夫婦石病院の患者
さんは他院からの紹介が多く、医療連携も活発に行われて
おり、院内や院外を問わず人との繋がりの重要さを改めて
認識しています。

▲

取り組み
　どの業種においても顧客満足の向上は重要な課題です。
　夫婦石病院に入社後は事務系部署の顧客満足向上を考
えました。
　当院は油山の中腹にあるため公共交通機関では来院が
難しく、このため病院から無料の巡回バスを運行していま
す。その他搬送等を含めた車両の運行と病院の受付を統
合した「患者サービス課」を新設し、文字通り患者サービ
スの向上を図りました。
　本年度は「施設管理課」を設置し、病院運営の効率化と
ともに療養環境の向上を目指しています。

▲

苦労話
　前職が急性期病院であったため、介護という分野は初め
てでした。介護事業も様々な形態があり、今なお勉強中で
す。

▲

医療業界を選んだ理由は？
　今の学生さんは「○○になりたい」という目標を持ってい
る方が多いようですが、私たちが学生の頃は、特に文系は
「○○になりたい、○○をしたい」よりも「○○に就職したい」
の方が多かったと思います。
　就職活動では圧倒的に営業職の求人が多い中、ぼんや
りと「人の役に立つ仕事」という思いが浮かび、日赤病院の
採用試験を受けたところ採用され、医療界に入りました。

▲

1日の中で一番好きな時間は？
　学生時代からずっとギターを弾いていましたが、家にあ
るギターはもう10年以上もケースに眠ったままです。
　今は「弾く」のではなく、もっぱらギター曲を「聴く」ばか
りで、一番リラックスする時間です。
　最近では、プロのクラシックギタリストに扮する福山雅
治さんが石田ゆり子さんと共演する『マチネの終わりに』と
いう映画がお気に入りです。この映画は全編がクラシック
ギターのBGMで、超難曲の『大聖堂』を弾きこなす福山さ
んには驚かされました。

▲

ホークスファンになったきっかけは？
　小さい頃から野球が好きで、平和台球場にもよく足を運
んでいました。
　1979年にライオンズが福岡を去り、その10年後ホーク
スが福岡に移転するとともに私の応援球団もホークスにな
りました。
　特に王会長が監督に就任してから熱狂的になり、宝物は
宮崎キャンプで当時の王監督から目の前で書いていただい
たサイン入りユニフォームです。クライマックスや日本シ
リーズ等の「ここぞ」という試合ではこのユニフォームで応
援しています。
　昨年は新型コロナウイルスの流行でドーム観戦は出来ま
せんでしたが、今年は何とか収まって欲しいものです。

ひと インタビュー

夫婦石病院　事務長

井上　盛隆
福岡大学卒業後、
福岡赤十字病院に入職。
平成25年４月より夫婦石病院
管理部入職。現在に至る。

いの うえ もり たか

今回の「ひとインタビュー」は管理部の井上事務長です。
普段はなかなか見る事のできない素顔に迫りたいと思います。

医療法人　社団誠仁会 SEIJINKAI

9 10

デイサービスめおといわ「おおぞら」

おおぞら 管理者　緒方 大亮

「おおぞら」の特徴
デイサービス「おおぞら」は介護度が高い方でも快適にご利用いただけます。
医療法人の強みを生かし、より専門性に特化した支援が可能です。
また、機能訓練や入浴環境も充実しており、安心・安全な一日をお過ごしいただけます。

1．幅広い医療ニーズにお応えします
●看護師が常駐しているため、医療ニーズの高い方の
受け入れも可能です。
　吸引や経管栄養の方にも対応いたします。
●同一敷地内に診療所を備えており、万が一の時の
対応も安心です。

2．充実した機能訓練をご提供します
●機能訓練指導員2名が在籍。
　（理学療法士1名、作業療法士1名）
●その方のニーズに合わせて、少しでも快適に日常生
活が送れるようサポートいたします。

3．安心・安全な入浴設備を完備
●浴槽への移乗が不要な個浴型特殊浴槽を完備してい
ます。
●ご家庭での入浴が困難な方でも安心で快適な入浴を
お約束いたします。

ご質問などがございましたら（連絡先は裏表紙に記載して
あります）施設案内パンフレットをご準備しております
ので、お気軽にお問合せ下さい。

在宅部



SEIJINKAI

Vol.48
2021年
2月発行

医療法人　社団誠仁会　広報誌 ご自由にお持ちください

医
療
法
人
　
社
団
誠
仁
会
　
広
報
誌
　
　
　
　
　
　
　
　
V
ol.48    2021年

2月
発
行
　
  http://w

w
w
.m
eotoiw

a.com
/

医療法人 社団誠仁会 グループ

医療法人  社団誠仁会  施設周辺マップ

■夫婦石病院 http://www.meotoiwa.com/

■在宅部
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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
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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

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

松山診療所

● 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

● 居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ http://www.meotoiwa.com/care/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-872-5420　FAX：092-872-5351

● 訪問看護ステーションめおといわ http://www.meotoiwa.com/care/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-872-5353　FAX：092-872-5351

● ヘルパーステーションめおといわ http://www.meotoiwa.com/care/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2　TEL：092-872-5352　FAX：092-872-5351

● 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
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肝機能障害について
ご存じですか？「ロコモ」
PPKとNNK
お薬の服用のタイミング

肝機能障害について
ご存じですか？「ロコモ」
PPKとNNK
お薬の服用のタイミング
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「避難行動要支援者」の支援について
管理栄養士おすすめレシピ
ひとインタビュー
デイサービスめおといわ「おおぞら」の特徴

「避難行動要支援者」の支援について
管理栄養士おすすめレシピ
ひとインタビュー
デイサービスめおといわ「おおぞら」の特徴

誠仁会グループは
笑顔いっぱい元気いっぱいで
頑張っています！


