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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」
多機能型サービスめおといわ「つむぐ」
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

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

● 多機能型サービスめおといわ「つむぐ」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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夫婦石病院　医局長 喜多村 祐次
きたむら ゆうじ

誤嚥性肺炎と当院での予防、
栄養管理の取り組み

Doctor column

　新型コロナウイルス感染症が落ち着かない
状況ですが、今回、誤嚥性肺炎と当院での予
防、栄養管理の取り組みついてお話をします。
話をしながら、食事をしているとむせる場合が
あります。誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液など
が誤って気道内に入ってしまうことから発症
する肺炎のことを言います。誤嚥性肺炎の発
症には、飲み込みに関係する機能が低下して
いる嚥下機能障害が背景にあります。食事中
にむせるような場合と、夜間など自覚のないま
ま鼻腔や咽頭腔、歯周からの分泌物（唾液の
分泌量は1日1リットル～1.5リットルと言われ
ています）を誤嚥する場合があり、後者は肺炎
を再発しやすく高齢者死亡の一因になってい
ます。誤嚥のリスクとして、脳血管障害、認知
症、意識障害、胃食道逆流症、薬物、加齢が
あり、それに、免疫能低下（低栄養）、喀出力
低下（咳嗽反射+筋力低下）、気道クリアラン
ス（気道内の痰や細菌・ウイルス・ほこり・花粉
などを排出する能力）の低下を認め、誤嚥性
肺炎が起こります。
　当院では口腔内の細菌を減らすため、入
院した患者さんは基本的に歯科医師による
口腔のチェックを行い、口腔ケア、歯科治療を

行います。また、誤嚥を起こし難くするために、
嚥下機能向上、嚥下訓練（嚥下リハビリテー
ション）、ベッドの拳上（食事時の体位）、食事
の形態（ゼリー食、とろみなど）調整を行いま
す。また、嚥下の評価のために、嚥下内視鏡
検査（鼻から鼻咽喉ファイバースコープを通し
て、鼻や喉の状態、飲み込みの機能を確認・
評価をする検査）と嚥下造影検査（X線透視
下でバリウムなどの造影剤を飲み、形態的異
常、機能的異常、誤嚥、残留等を確認・評価
をする検査）を行っています。当院では、リハビ
リ医、消化器内科医、歯科医師、言語聴覚士
で、定期的にカンファランスを行い、予防・対
策に努めています。また、どうしても、全身状態
が悪く、経口摂取が困難な場合は、経管栄養
（経鼻経管、胃瘻）や中心静脈栄養（カテーテ
ルを留置し、高カロリー輸液を行う）などを行
い、全身状態を調整し、再度、経口摂取訓練
を行ったりしています。一人一人の状態を見
ながら、誤嚥の予防と対策に努めています。ま
た、最適な栄養管理を行い栄養状態を改善
する為、栄養サポートチーム（医師、看護師、
管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士）が、病棟
をまわり各患者さんの食事の摂取量を見なが
ら、患者さん本人の意見、食事形態、カロリー
の見直し、補助食の追加など栄養管理を行っ
ています。何か疑問点などありましたら、主治
医にご相談ください。

就任挨拶

夫婦石病院
内科医

 ますい  し んた  

増井 信太

夫婦石病院
看護副部長

 ごとう  ゆ うこ

後藤 裕子

　2021年4月1日付で夫婦石病院に就任致しました増井 信太と申します。
これまで研修医時代の筑紫病院、大学院時代を除き、福岡大学病院総合診療部に勤めておりまし
た。内科診断学に重きを置き、外来、入院、2次救急をしていました。また外勤では訪問診療、僻地
での診療、検診等にも従事して来ました。夫婦石病院には10年ほど前に月1回でしたが当直をさせ
て頂いていたことがありました。中には当時のことを覚えていてくれた方もおられ、うれしく思ってお
ります。今回縁あって常勤として勤めさせて頂くこととなりました。夫婦石病院は患者さんが急性期
病院での治療を終え、次のステップへと移っていくポジションの病院であり、私としては経験が非
常に浅い状態である上、未熟者であるため多々ご迷惑をおかけすると思います。しかし学ばせて
もらいつつ、還元していければと思っております。今後ともご指導ご鞭撻の程どうかよろしくお願い
致します。

　はじめまして。2021年4月1日付で夫婦石病院看護副部長に着任いたしました後藤 裕子と申
します。
私はこれまで福岡赤十字病院、日本赤十字社福岡県支部特別養護老人ホームやすらぎの郷
で勤務して参りました。このたびご縁があって夫婦石病院で勤務させていただく運びとなりま
した。
今まで学んできた急性期病院での看護と在宅で学んだ看護を活かし、夫婦石病院看護部の「温
かい手で寄り添う看護」という基本理念に準じて一人ひとりの患者さんに向き合っていきたいと思
います。
夫婦石病院に勤務しはじめて感じた事は、スタッフ同士が気軽に声を掛け合う温かい雰囲気の
病院だということです。チームワークの良さを感じましたし、私もその中に一員として参加させてい
ただく事になり光栄に思います。
患者さんとご家族が安心して療養・入院生活が出来ますように頑張って参りますので、今後とも皆
様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

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退院支援 家事〜調理動作〜

　リハビリテーション部では自宅復帰・社会復帰にむけていろいろな退院支援を行っています。歩行・トイ
レや着替えなどの身の回り動作の練習が主となりますが、個々の状況によっては、掃除や洗濯・調理など
の家事動作練習をすることがあります。
　中でも調理動作は工程が複雑で、最近ではそれ自体が脳トレになるとも言われています。
　今回は、当院で行っている調理動作練習についてご紹介します。

作業療法の中で実際に調理動作を行い、今の段階でどれくらいできるか、道具や火の
取り扱いが安全に行えるかなどをひとつひとつ確認していきます。

　調理動作練習では、これまでみそ汁やカレー、煮物、やきそばなど様 な々メニューが作られています。
　皆さん、今までとは違う方法や時間がかかったりということが多いですが、集中して調理に取り組み、
一生懸命な姿がみられています。料理が出来上がった時には、安堵と喜びの笑顔があふれます。

準　備

Let’s 脳トレ

実際場面

出来上がり

食事をする・片付けをする
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作業療法士
福田 啓裕 さん

・メニューを考える　〇人分
・材料や必要な道具を決める
・工程を確かめる
・買い物をする

リハビリトピックスリハビリトピックス

●理学療法士をめざしたきっかけは？
母が看護師をしており医療職に就きたいと考えたのがきっかけです。運動
が好きであったことと、多くの人と関わる・人の役に立つ仕事がしたいと思
い理学療法士を目指しました。
●社会人になって良かったこと、大変なことは？
良かったことは、1人暮らしをしたい・好きなものを買いたいなど夢がふくらんだことです。大変なこと
は、常にリスクと隣り合わせの仕事なので緊張感をもって周囲に気を配って行動しなければいけないこ
と、自分の体調管理をすることです。
●趣味・特技、休みの日はどうやって過ごしてますか？
趣味はテニスやバスケ、卓球などスポーツをすることです。体を動かすのが大好
きでこれまでは休日は友人とテニスをしたり、魚釣りに行ったりしていました。今
後は興味のあるゴルフを始めたいです。また、旅行が好きなので今のうちにお
金をためて、いつか色々なところに行ってみたいです。
●今後の目標を教えてください
先輩方のように自然に患者さんと寄り添い、多くの専門知識や技術を身につけ、
患者さんの要望に近づけることができる理学療法士が目標です。

新人紹介新人紹介

2021年4月に入職した理学療法士 戸町 奈菜 さん です。

自宅で行っていたように環境を整え、イメージを持ってもらいやすいように
しています。

今回の課題は火の管理でした。動作は問題なく行えていましたが、途
中で注意がそれたりするとあわててしまったり混乱したりする様子があり
ました。自宅では電話や来客の際は火の確認をして対応するように伝
えています。

今回のメニュー：
みそ汁、卵焼き

本人の感想：
思っていた以上にうまくできたので良かった。
火の管理は緊張で疲れた。

料理は認知症予防に効果があると言われています。
料理で脳トレしてみませんか？！

時には脳を活性化させましょう！！

●新しいメニューを考える
●作ったことのないメニューを作る
●今までに使ったことがない食材を使う
●同時進行で数品を作る
●手の込んだ料理（工程が複雑なもの）に挑戦する

孫達は優しい孫達は優しい

栄養バランスのよい食材

栄養バランスの良い食事が大切です

豆・大豆食品
ゴマ
卵
チーズ・牛乳・乳製品
ワカメ・海藻類
野菜
魚（青魚）
シイタケ・きのこ類
イモ類

豆・大豆食品
ゴマ
卵
チーズ・牛乳・乳製品
ワカメ・海藻類
野菜
魚（青魚）
シイタケ・きのこ類
イモ類

トマトで
何ができる
かしら…

何か
ちがうものを
つくりたいわ…

ママ
ゴゴ
タタ
チチ
ワワ
ヤヤ
ササ
シシ
イイ
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・昔の記憶はあるが、最近の記憶を忘れる
・時間や場所の把握ができなくなる
・お金の管理、外出、料理などで
　普段できていたことが難しくなる　等

アルツハイマー型認知症
・幻が見える
・夜眠れない
・体の動きが遅くなる
・怒りっぽくなる
・手足が震える　等

レビー小体型認知症

・歩きづらくなる、転びやすくなる
・呂律が回りにくい
・体の動きが遅くなる　等

血管性認知症
・抑制が効かなくなる
・怒りっぽくなる
・食べ物の好みが変わる
・同じことを繰り返す　等

前頭側頭型認知症

看護部　認知症ケア専門士
津上 伸也

認知症について

　今回は認知症についてご説明します。認知症は後天的な脳の障害によって、日常生活や社会生
活に支障をきたすようになった状態です。そんな認知症にもいろいろな種類があることをご存知で
すか？種類によって異なる症状の違いをご紹介します。

　法人内で2か所運営しておりました小規模多機能サービス“めおといわ「ゆい」と「きずな」”を令和3年
4月に統合し、多機能型サービスめおといわ「つむぐ」として生まれ変わりました。
　機能を松山地区に集約し、法人内での連携強化とともにそれぞれの培ってきたノウハウ・スキルを
活かし、堤地区・松山地区を重点的にサポートします。引き続きよろしくお願いいたします。

平成24年から夫婦で小規模多
機能を利用し、5年前、大切な妻
を自宅で看取ることができまし
た。一人暮らしですが家族が増
えたようでとても安心です。これ
からもよろしく頼みます。

当初は自宅での生活は無理だと思って
いました。施設への入所も考えましたが
本人の様子を見ているとこれで良かっ
たと思っています。

　認知症は根本的に治療することができません。お薬
で進行を遅らせたり、症状を緩和させたりすることが中
心となります。夫婦石病院では高齢の患者さんが多く、
認知症を患っている方もいらっしゃいます。
　私たちが認知症の患者さんと関わる中で気を付けて
いるのは、『否定しないこと』です。認知症の方は、自分
の状況が分からなくなることで不安に感じています。行
動や言った事を否定してしまうと混乱し、悪循環になる
ことがあります。ゆっくりお話を聞いて、お気持ちを理解
するように努めています。
　もし、身近に認知症の方がいたら、失敗したことを責
めたりせず、ゆっくりお話しを聞いてみてください。

看護部

「つむぐ」の由来
〇人と人、人と地域を紡いでいく
〇これまで紡いできた暮らしを大切に
〇動詞を用いて力強さ、熱意を表現

ご本人のこだわりに
寄り添います

ひろしさん
ご家族

地域とのつながりを
大切にします

一緒に楽しむ時間を
大切にします

認知症に優しい社会の
実現にむけて貢献します

臨機応変に対応します

多機能型サービスめおといわ「つむぐ」へ生まれ変わりました！！

多機能型サービスめおといわ「つむぐ」の5つのこだわり

【ご利用者の声】

小規模多機能は「通い」「泊まり」「訪問」を通してその人の望む暮らし
を応援します。地域に密着し「住み慣れた自宅や地域で暮らし続けた
い」に事業所だけでなく周りと一緒にチャレンジしていきます。

管理者　荒木 昭喜男

ぜん とう そく とう がた
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夫婦石病院
医療相談地域連携室

　今回は福岡市が取り組んでいる「買い物支援」について紹介したいと思います。

　様 な々理由により、買い物に行くことが難しいと感じている方に向けて、企業や事業所・NPOの協力により、日用品
や食料品の買い物を支援する取り組みです。若い方からお年寄りまでどなたでも利用することができます。

　また、ご不明な点などございましたら、お気軽に医療ソーシャルワーカーにお尋ね下さい。

　今回は福岡市が取り組んでいる4種類の買い物支援について紹介させていただきました。
　「宅配」に関しては、「買い物支援ガイドブック」(下記※参照)に、身近な地域を中心とした宅配を行っているお店
の情報や利用方法が掲載されています。「買い物先への送迎」「移動販売車」「臨時販売所」など、お住まいの地域に
よっては実施していない場合や利用方法が異なる場合があります。
　福岡市では住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう買い物支援の情報発信や相談の受け付け、地域の特
性に応じた買い物支援の仕組みづくりに取り組んでいるため、今後買い物支援の拡大が期待できます。
※「買い物支援ガイドブック」は社会福祉協議会で配布を行っています。

　詳しくはお住まいの地区の社会福祉協議会にお尋ね下さい。ホームページからも確認できます。

食料品や日用品を電話などで
注文する事で自宅に注文した
商品が配達される方法。

【買い物支援とは？】

【買い物支援には 4つの種類があります】

オススメレシピ フルーツ酢

栄養管理室
夫婦石病院

＜作り方＞
①保存瓶は煮沸消毒して使用してください
②果物をよく洗い、水気を切る
③バナナ、リンゴ、キウイなどは 2㎝ぐらいにカットしてください
④氷砂糖、果物、酢の順に瓶に入れて、1日1回瓶をゆすって下さい
⑤1週間ぐらい冷暗所で保存すると美味しく召し上がれます。
　お好みで炭酸、水等で割って飲んでください

栄養管理室

守田 恵子

〈材料〉
お好みの果物　　100g
穀物酢　　　　　100ml
※リンゴ酢、米酢など種類を変えると出来上がりの風味
　も変わりますので色々お試しされて下さい
氷砂糖　　　　　100g
材料は果物、酢、氷砂糖　1：1：1です。

管理栄養士 守田がおすすめする

季節の果物〈春の果物〉
●はじめに
　果物は野菜に比べ、エネルギー、炭水化物が多く、甘みと酸味、特有の香り・味・彩りを持つものが多く、
水菓子と言われてきました。また、加熱せずに食べれるため手軽に摂取でき、ビタミンの損失も少なくて
すみます。
　今回は、春の果物について紹介します。

●いちご　1日の目安量：中 12～13個
　ビタミンCが多く含まれています。ビタミンCは熱に弱いため、そのまま食べるのが最適です。新陳代謝
を高める働きや粘膜を丈夫にする働きもあるので、肌トラブルやカゼの予防にも効果があります。

●清見オレンジ　1日の目安量：中2個
　みかんとオレンジの掛け合わせによって生まれたもので、たっぷりの果汁はみかん、香りはオレンジとい
う贅沢な果物です。みかんと同様ビタミンCが豊富に含まれています。また、オレンジ色の成分にはビタミン
Aも含まれていて皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあります。

「買い物支援」をご存じですか？

最近足腰が痛くて、
買い物に行くのが大変で…

宅　配
集合場所から送迎車・
バスなどでスーパーや
商店などの買い物先ま
で送迎する方法。

買い物先への送迎

商店などが車やトラックなどに
商品を積み、移動しながら商
品を販売する方法。

移動販売車

体調が悪くて
自由に買い物に行けない。

買い物をしたいけれど、
移動手段が無い…

・南区社会福祉協議会　　☎092-554-1039　　・早良区社会福祉協議会　☎092-832-7383
・城南区社会福祉協議会　☎092-832-6427　　・西区社会福祉協議会　　☎092-895-3110　　
・中央区社会福祉協議会　☎092-737-6280　　・東区社会福祉協議会　　☎092-643-8922　
・博多区社会福祉協議会　☎092-436-3651　 （開所時間：月曜日～金曜日 9時～17時まで 祝日・年末年始を除く）

商店などが地域の方の集まる
場所に出向いて販売所として
商品を陳列して販売する方法。

臨時販売所の開設

果物は、不足したり、逆に食べ過ぎたりしがちです。
毎日適度に摂って、旬の味を楽しみましょう！！

美容と健康に良いお酢とビタミン
たっぷりの果物との相性がとても
良い飲み物です
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　福岡市では住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう買い物支援の情報発信や相談の受け付け、地域の特
性に応じた買い物支援の仕組みづくりに取り組んでいるため、今後買い物支援の拡大が期待できます。
※「買い物支援ガイドブック」は社会福祉協議会で配布を行っています。

　詳しくはお住まいの地区の社会福祉協議会にお尋ね下さい。ホームページからも確認できます。

食料品や日用品を電話などで
注文する事で自宅に注文した
商品が配達される方法。

【買い物支援とは？】

【買い物支援には 4つの種類があります】

オススメレシピ フルーツ酢

栄養管理室
夫婦石病院

＜作り方＞
①保存瓶は煮沸消毒して使用してください
②果物をよく洗い、水気を切る
③バナナ、リンゴ、キウイなどは 2㎝ぐらいにカットしてください
④氷砂糖、果物、酢の順に瓶に入れて、1日1回瓶をゆすって下さい
⑤1週間ぐらい冷暗所で保存すると美味しく召し上がれます。
　お好みで炭酸、水等で割って飲んでください
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〈材料〉
お好みの果物　　100g
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※リンゴ酢、米酢など種類を変えると出来上がりの風味
　も変わりますので色々お試しされて下さい
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材料は果物、酢、氷砂糖　1：1：1です。

管理栄養士 守田がおすすめする

季節の果物〈春の果物〉
●はじめに
　果物は野菜に比べ、エネルギー、炭水化物が多く、甘みと酸味、特有の香り・味・彩りを持つものが多く、
水菓子と言われてきました。また、加熱せずに食べれるため手軽に摂取でき、ビタミンの損失も少なくて
すみます。
　今回は、春の果物について紹介します。

●いちご　1日の目安量：中 12～13個
　ビタミンCが多く含まれています。ビタミンCは熱に弱いため、そのまま食べるのが最適です。新陳代謝
を高める働きや粘膜を丈夫にする働きもあるので、肌トラブルやカゼの予防にも効果があります。

●清見オレンジ　1日の目安量：中2個
　みかんとオレンジの掛け合わせによって生まれたもので、たっぷりの果汁はみかん、香りはオレンジとい
う贅沢な果物です。みかんと同様ビタミンCが豊富に含まれています。また、オレンジ色の成分にはビタミン
Aも含まれていて皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあります。

「買い物支援」をご存じですか？

最近足腰が痛くて、
買い物に行くのが大変で…

宅　配
集合場所から送迎車・
バスなどでスーパーや
商店などの買い物先ま
で送迎する方法。

買い物先への送迎

商店などが車やトラックなどに
商品を積み、移動しながら商
品を販売する方法。

移動販売車

体調が悪くて
自由に買い物に行けない。

買い物をしたいけれど、
移動手段が無い…

・南区社会福祉協議会　　☎092-554-1039　　・早良区社会福祉協議会　☎092-832-7383
・城南区社会福祉協議会　☎092-832-6427　　・西区社会福祉協議会　　☎092-895-3110　　
・中央区社会福祉協議会　☎092-737-6280　　・東区社会福祉協議会　　☎092-643-8922　
・博多区社会福祉協議会　☎092-436-3651　 （開所時間：月曜日～金曜日 9時～17時まで 祝日・年末年始を除く）

商店などが地域の方の集まる
場所に出向いて販売所として
商品を陳列して販売する方法。

臨時販売所の開設

果物は、不足したり、逆に食べ過ぎたりしがちです。
毎日適度に摂って、旬の味を楽しみましょう！！

美容と健康に良いお酢とビタミン
たっぷりの果物との相性がとても
良い飲み物です



ひろば

病院機能評価を受審しました
　当院は2005年以降「日本医
療機能評価機構」より病院機
能評価の認定をいただいてお
ります。昨年、5年毎の更新とし
て3月に訪問審査を受け、7月
30日付で4度目の認定をいた
だくことができました。

　当院は、患者さんにより一層
質及び満足度の高い医療を
提供するために、職員一丸と
なって医療機能の向上に取り
組んでいます。当院ではこうし
た日頃の取り組みの成果を客
観的に把握し、さらなる改善に
つなげていくことを目的に、病

院機能評価の審査を受審しています。今回頂戴した貴重なご意見を真摯に受け止め、今後更なる医療の質
の向上とサービスの充実に努めてまいります。

　2021年8月30日～10月8日に株式会社玉屋さんの本店にて新型コロナウイルスのワクチン職域接種を行
いました。玉屋さんと関連会社の従業員及びその家族、玉屋本店周辺地域の飲食店関係者、取引先企業な
ど約1,000名のワクチン接種を実施することができました。これからも地域医療の貢献に積極的に活動してま
いります。

　2021年12月14日（火）、新たに生まれ変わった“多機能型サー
ビスめおといわ「つむぐ」に福岡市介護保険課より6名の方が視察
に来られました。福岡市として、小規模多機能型居宅介護の普及
にむけて現場の声を施策に活かしていただけるようです。意見交
換も盛り上がり、あっという間に時間が過ぎていきました。ご利用
者の望む住み慣れた自宅や地域で暮らし続ける手段の一つとし
て期待されている小規模多機能。今後も市内に増やしていきたい
と担当者の方も熱が入っておられました。

2021年12月よりInstagramを始めました。
病院の様子や油山の自然、様 な々活動などを発信していこうと思います。
ぜひ覗いてみてください♪

※病院機能評価は、国内の病院を対象に、組織全体の運営管理および提供される医療について、中立的、科学的・
専門的な検知から評価を行うものです。（公益財団法人　日本医療機能評価機構HPより抜粋）

　2021年11月16日（火）病院
1階ロビーにて献血を行いまし
た。職員の協力により、18名の
400ml献血を行うことができま
した。夫婦石病院では輸血を
必要とされる患者さんのため、
今後も献血活動に協力してま
いります。

献血を行いました

「つむぐ」に福岡市介護保険課の方々が視察に来られました

職域接種を行いました

Instagram のアカウントを開設しました
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■夫婦石病院 http://www.meotoiwa.com/

■在宅部

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

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」
多機能型サービスめおといわ「つむぐ」
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

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

● 多機能型サービスめおといわ「つむぐ」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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