
水　光平成 25年１月４日発行

SUIKOU

No.59

目　　次

P１……………… 表紙

P２……………… 院長新年挨拶

P３～４………… 地域からの新春のご挨拶

P５～７………… 水光会グループ各施設　新年挨拶

P８……………… 地域の先生紹介　やまね眼科医院

ジェネリック医薬品のお話

P９……………… 産婦人科、リニューアルしました

第6回…メディカルラリー参加報告

P10… ………… 第54回…日病学会参加報告

P11… ………… 食卓の一品・ありがとう

P12… ………… 裏表紙　俳句・病院案内

理　念
～地域と共に～

「いつでも、どこでも、だれにでも
� 必要で適切な医療を効率的に提供します」

基本方針
・良質で適切な医療を効率的に提供します
・�納得と選択に基づく科学的な医療を提供します
・的確な診療情報をお伝えします
・個人情報を適切に取り扱い管理します
・�幸せな人生を送られるような医療を提供します
・�人間性豊かな医療人を育成します
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　新たな年を迎え、本年こそ希望に満ちた年にしたいと願うばか

りです。

　昨年２月に閣議決定した「社会保障・税一体改革大綱」に掲

げられた、後期高齢者が爆発的に増加する2025年問題まで、あ

と12年とカウントダウンが進みましたが、団塊世代とは定義上

1947年～1949年生まれであり、1947年生まれは2022年にはもう

後期高齢者となるので、実質残すところ約10年となります。

　この地域では昨年春、大型ショッピングモール開店の影響も

あってか、幸い将来高齢者を支える側でもある比較的若い世代の

転入が増えつつあり、今では数少ない人口増地区でもあります。

また２次医療圏別データを見ると、高齢化率は概ね全国平均並の予想であり、医療過疎地に比べる

と医療機能も比較的充実している方だと思われますが、残り約10年の期間でしっかりとした地域

医療・介護体制の構築が求められています。

　当院では、医療につきましては、心筋梗塞、脳卒中急性期等への救急対応は勿論、昨年秋より産

婦人科病棟を一部リニューアルし、かねてから要望のあった入院分娩を再開することとなりまし

た。また血管外科専門医によるフットケア外来とレーザー機器による下肢静脈瘤治療も開始し、本

格的な血管外科治療に対応可能となりました。今春から消化器外科のスタッフ充実による様々な内

視鏡手術の拡大、小児科常勤医師による診療開始を予定しています。

　在宅医療・介護につきましては、昨年は｢地域包括ケア元年｣でもあり、宗像医師会でも在宅医療

連携拠点事業｢むーみんねっと｣が開設されましたが、当院も福津市から地域包括支援センターの委

託を受けており、今後とも運営の充実を図りたいと思います。また在宅医療から必要とされるバッ

クアップ病床の整備や、かかりつけ医の先生方や介護施設からの急患の受け入れをよりスムーズに

する為に、当院の地域医療連携室の機能強化にも務めたいと思います。

　皆さんが住み慣れた街で安心して暮らせる為には、医療・介護・福祉の複合体施設である水光会

グループに対して何が求められているのか、常に意識しながら本年もがんばって行く所存です。皆

様にとって本年が素晴らしい年になりますことを祈念いたします。

平成25年　新年のご挨拶

理事長
院　長 津留　英智

宗像水光会総合病院
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　新年おめでとうございます。皆様方におかれましては、希望に満
ちた輝かしい平成25年の新春をお迎えのことと、心よりお慶び申
し上げます。
　医療法人社団水光会におかれましては、日頃より総合病院として
の医療サービスはもとより、保健福祉、看護等、住民の方々の生活、
健康を支える包括的な医療機関として、また「地域と共に」の理念
のもと、地域の医療・介護・福祉の充実のためご尽力いただいてお
りますことに、心から感謝申し上げます。
　さて、昨今は高齢化の急速な進展、疾病構造の変化、医療の高度
化など、保健・医療・福祉を取り巻く環境は大きく変化しており、
医療機関には質の高い医療サービスの提供とならんで、疾病・介護予防や健康づくり等
に重点を置いた施策がより一層重要になってきております。
　このような中、貴会は地域医療に密着した、今や宗像地域になくてはならない総合病
院として、地域住民の健康増進に多大なるご貢献をいただいております。今後も地域の
安全・安心のため、また健康を支える総合病院として、大いにご活躍いただくよう願っ
ています。
　最後に、貴会のますますのご発展と、皆様のご健勝、ご多幸を祈念し、新年の挨拶と
いたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　福津市は、国民健康保険制度のモデルとなった相互扶助の「定礼」
と呼ばれる制度を、古くから行ってきた地域であります。医療をは
じめ、防災、防犯、教育といったあらゆる分野に「地域の必要性」
が叫ばれており、福津市も「郷づくり」単位での地域の充実を図っ
ているところであります。
　医療法人社団水光会の皆さまにおかれましては、「地域と共に」
を理念の礎とされ、介護、福祉、予防医学・健康増進と幅広く地域
住民のニーズに応えてこられました。
　これからも地域医療の充実に向けて取り組まれますとともに、救
急医療・保健福祉・看護等に対して、さらなるご尽力を賜りますようお願い申し上げま
す。
　「自然体感都市・ふくつ」として、今住んでいる人が生涯にわたって住み続けたくなり、
市外に住んでいる人も「住んでみたい」「行ってみたい」と思っていただけるような魅力あ
ふれるまちづくりを進めてまいります。
　本年も変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆さま
がたにとって幸せ多い年となりますよう、心からお祈り申し上げまして、新年のごあい
さつといたします。

福津市長　　小山　達生

宗像市長　　谷井　博美
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　新年あけましておめでとうございます。
　医療法人社団水光会の皆さまにおかれましては、「地域と共に」
という理念に基づき、医療のみならず、介護、福祉、健診、予
防医学に至るまで幅広い分野において、地域福祉の支援に重要な
役割を果たしていただいておりますことに厚くお礼を申し上げま
す。
　さて、近年の急速な高齢化の進行により、高齢者を中心とした
要介護者や慢性疾患の増加が予想され、今後は医療だけでなく、
介護・福祉を見据えた取組みが求められています。
　このような情勢の中、本市と致しましても、すべての人が住み
慣れた地域で、生涯を通じて健康で元気に暮らせるまちづくりを目指し、地域での出前
講座や啓発活動、健診や保健指導の充実など関係機関との連携を図り、健康づくり環境
の整備にいっそう取組んでまいります。
　最後になりましたが、今後も貴会が地域の安全安心、健康福祉を支える総合病院とし
て、ますますご発展されますようお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。

　謹んで新年の挨拶を申し上げます。
　宗像水光会総合病院の皆さまには、「地域と共に」の理念のも
と、地域に密着した医療機関として人々の健康を守るために、
日々献身的な努力をされていることに対し、心から敬意と感謝を
申し上げます。
　さて、宗像地区消防本部管内の救急出場の件数は、この10年間
で35％以上も増加しており、救急業務の重要性は増す一方であり
ます。加えて、近年の医療の進歩とともに、傷病者の救命率の向
上及び予後の改善の観点から、救急搬送における病院選定から医
療機関における救急医療の提供までの一連の行為が円滑に実施さ
れる体制作りが、重要な課題となっています。
　このような中、引き続き消防機関と医療機関とが密に連携して、救急搬送・救急医療
を提供することによって、市民の安心・安全に寄与することが、多いに期待されるとこ
ろであります。
　当消防本部におきましては、住民の期待に応えられるよう、更に救急業務の充実強化
に努めてまいりますので、引き続き皆さまのご協力賜りますようお願い申し上げますと
ともに、貴病院の益々のご発展と皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。

古賀市長　　竹下　司津男

宗像地区消防本部　消防長　　門脇　　豊
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、病院機能評価更新受審一色で慌ただしく過ぎて行きました。病院機能評価に
よる看護部の評価は、「患者さんへの看護はすばらしいが、看護職員のスキルアップへ
の支援システムの確立、看護研究等による地域へのアピール不足」というものでした。
　今年はこの課題を達成する為にも、院外での看護研究発表、看護師教育システム「ラ
ダー確立」に努力したいと考えています。
　今、看護界では「看護師特定能力認証制度の早期法制化」が進められています。また、
診療報酬では急性期医療に様々な認定看護師の専任・専従が求められています。当院に
おいても認定看護師の誕生が今後の重点課題となっています。
　そこで、今年の看護部の目標では「認定看護師の育成」を新たに掲げ、優れた人材の確保に力を入れて行き
たいと思います。
　また、看護の質を上げるためにはまず「量が必要」です。量を増やす為には「現在働いている職員が活き活き
と働ける職場環境が必要」となります。今以上に職場環境を整え、毎日働き甲斐のある環境で、楽しく患者さ
んに良い看護を提供できる看護部で今年もあり続けたいと思っています。

（ある日の夕方）
　当苑に入所されている男性の福山さん（仮名）が、一人でエレベーターを使って１階
の施設長室まで降りてこられ、「僕は忙しいんだよ！（怒）」「これから帰らなくちゃい
けないから、早くしてよ」
－（私）－「福山さん、どうされました？」

「知らないよ（怒）、あの人（相談員）が此処へ行けと言ったから来たけど・・・。用が
なければ、僕は行かないといけないから、これで失礼するよ」
－（私）－「用件は全て終わりました。福山さんありがとうございました」

「うん、わかった。それじゃあ失礼するよ」と、施設長室を出られたところで、
－（事務職員）－「福山さん、それでは戻りましょうか（笑）」

「どこへ戻るの？　僕は、帰らないといけないんだ」
－（入所職員）－「ハイ！わかりました（笑）。帰りましょう。それなら、荷物を持ってこないといけないので、
福山さん一緒に来てもらっていいですか？」

「ああ、いいよ。どこへ行くの？」
－（入所職員）－「福山さんの荷物は、この上の階ですから、エレベーターで行きましょう」

「ああ、エレベーターね、知ってるよ。行こう行こう」

　今年もたくさんの方と出会います。そして、お一人お一人が歩んでこられた人生に想いを馳せ、これからの
生活がご家族共々安心と安楽に過ごせるために、私どもが何を為すべきかを考え、悩み、行動してまいります。

　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
　水光松風では皆さん楽しくお正月を迎えていらっしゃいます。
　先日は入居者の皆さんにとっては一年ぶりになる防災訓練を実施しました。当日は急
に冷え込み、時折、小雨も降る様な天気となりましたので、数日前から予定していた集
合場所を急遽、建物内に変更して実施しました。
　想定している時間が近づくと、予定をしていなかった外出をする方が増えたり、急な
来客者があったりと、人員把握の訓練にはもってこいの状態で訓練が始まりました。報
知器のベルが鳴り、避難の案内放送が流れ、みなさんが順次集合して人員確認をすると
耳の遠い方が１人居ないのに気付き、お部屋まで呼びに行く事態となりました。
　訓練終了後に反省会をして、思い込みで声を掛けてなかった事が原因でした。改めて訓練の大切さを感じた
一幕となりました。

看護部長　　上野　静香

介護老人保健施設 水光苑 施設長　　沼田　史朗

有料老人ホーム 水光松風 事務長　　竹浦　修一
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　明けましておめでとうございます。水光会 総合リハ・フィットネスセンターは平成
21 年６月１日に開館以来、４度目の正月を迎えます。昨年６月には、職員みんなで３
周年記念誌（http://suikokai-refc.jp に掲載）を編集しました。３年半の間、地域の皆様
から格別のご支援とご愛顧を賜り、入館者も平日は 250 人を超えるようになりました。
　ところで、当センターでは「季節の料理教室」「定番料理教室」と銘うって、毎月２回、
料理教室を開催しています。昨年12月で前者40回、後者21回を重ねます。新年にあたり、
本教室について担当者（管理栄養士・生野 舞）より、近況などご紹介させて頂きます。
　本教室は参加者にアンケートを実施し、皆さんが作りたいメニューをもとに開催して
います。簡単な料理からおもてなし料理まで、毎日の献立に役立つものを勉強します。
　最近では、冬メニューとして「柚子味噌風味の和風シチュー」を作りました。里芋や
小松菜が入ったシチューは、カルシウムが豊富に含まれています。また、体を温めるの

でこれからの季節にピッタリです。「家に帰って早速、
家族に作ります」と仰って頂きました。老若男女、初
対面であるにもかかわらず、調理前から友達同士のよ
うな、わきあいあいといった雰囲気になります。中に
は普段ほとんど料理をしない男性もいますが、同じテーブルの人たちと協力
して料理を完成し、終了時には「楽しかった！また、よろしくお願いします。」
と、お声をかけて下さり私も幸せ気分で満たされました。教室の様子はホー
ムページに毎回掲載していますので、ぜひぜひご覧ください。
　どうぞ、本年もセンター並びに料理教室をよろしくお願い申し上げます。

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　早いもので花みずき・みずきの郷は開設５年目を迎えました。みずきの郷は一昨年の

「高齢者住まい法」の改正により、「高齢者専用賃貸住宅」から「サービス付き高齢者向
け住宅」に呼称が変わり、これから迎える超高齢化社会対策の「地域包括ケアシステム」
の拠点としての役割を担うこととなりました。入居されている方の多くは、個別配食、
医療・介護、健康増進、周辺環境の利用など、安心で利便性の高い暮らしをされている
ようです。12 月１日現在で満室の 33 戸となっていますが、賃貸での契約ということも
あり、空室待ちのご予約、入居相談も継続的に行っております。
　花みずきでは、アットホームな環境の中、利用者様の個人の意思を尊重した温かいサー
ビスが受けられます。24 時間 365 日体制なので、ご家族様の仕事の都合、旅行、急な用事等に柔軟な対応が
できるのが利点です。昨年は百寿の方がお一人、米寿の方がお二人おられ楽しい敬老の日をお過ごしになられ
ていました。
　本年は昨年以上にスタッフ一同更なるサービス提供に尽力する所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。福津市地域包括支援センターは、平成 22 年
４月１日に福津市から委託を受けて開設され、今年で４年目になります。福津市内の
65 歳以上の方の相談窓口として、介護予防の支援・高齢者の生活相談・権利擁護、高
齢者虐待・地域のネットワーク構築などの業務を行っております。
　昨年は、成年後見制度・介護保険制度・包括支援センターの役割などについて、老人
会や地域のサロンなどでも説明を行いましたが、地域の方にとってまだまだわかりにく
い部署や制度である為に、今後も住民の方が、困ったとき・解らないことがあったとき
に相談できる場になるように、地域の方や関係機関との連携を図りながら職員一同努力
していきたいと思います。
　本年も皆様のご指導・ご鞭撻をよろしくお願いします。

水光会総合リハ・フィットネスセンター 統括部長　　中村　一平

小規模多機能型居宅介護施設 花みずき
サービス付き高齢者向け住宅 みずきの郷 施設長　　江田　　修

福津市地域包括支援センター 主任　　石出　昌子

みんなで楽しく・・・

柚子味噌風味の和風シチュー
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　あけましておめでとうございます。
　旧年中は水光会グループの皆様に大変お世話になりました。本年もよろしくお願いい
たします。
　さて、水光福祉会は、昨年４月に障害者相談支援部門を開設し従来の通所介護、訪問
介護、障害者通所介護に加え、４部門で運営することとなりました。通所介護及び障害
者通所介護部門においては、史上最高であった昨年度を上回るペースで利用者数を伸ば
しており、地域の福祉に大いに貢献しているものと自負しておりますがこれも、ひとえ
に水光会グループの皆様のご協力の賜物と、深く感謝しております。
　また、障害者の相談支援部門は、福津市としても初めての試みであり手さぐり状態な
がらも、少しずつ相談件数が増えてきており、更に、水光会グループとしては初の「障
害者のケアプラン」を作成する等その存在感を高めております。
　平成 25 年は、より一層地域の皆様のお役に立てるよう、職員一同努力する所存でありますが、そのために
は水光会グループの皆様のご協力が不可欠でございます。昨年に増してお力添えをいただきますようよろしく
お願いいたします。

　新年明けましておめでとうございます。旧年中は水光会の皆様方のご支援、地域の介
護事業所の方々に大変お世話になり、おかげさまで順調に推移いたしました。
　当施設は短期入所及び特定入居の併設施設でありますが、特定入居は満室、短期入所
も年々利用率も上がり、平均利用率が 85％程度になりました。利用者の方々から温か
いお言葉も頂戴し、また、職員の頑張りによって、徐々にではありますが、質の高い介
護が提供できているのではないかと思います。
　超高齢化社会を迎え、需要は増加傾向にありますが、先ず何よりも地域の皆様にとっ
て「無くてはならない施設」として、楽しんで利用していただけるよう、より一層の努
力をしてまいります。利用するにあたって「楽しく、安全に、安心して」をモットーに
努めてまいります。
　今後とも引き続き宜しくお願いいたします。

　新年明けましておめでとうございます。皆様には、日頃から当校に対し、温かいご支
援を賜り、厚く感謝申し上げます。
　さて、本校は、平成３年に開校し、今年は、第 20 回目の卒業式を迎えます。この節
目の年までの卒業生の数は 1697 名となり、宗像水光会総合病院をはじめ、全国の医療
機関や社会福祉施設で活躍し、高い評価をいただいております。
　現在、わが国は世界で最も医療技術の進んだ国、世界で最も医療制度の整った国の一
つとなっています。こうした社会環境の中、国民の医療や健康に対する関心は高く、人々
は、より質の高い、心身ともに健やかな、充実した、毎日を過ごしたいと願っております。
　その願いをかなえるためには、多種多様な、医療や福祉のスタッフが必要で、看護師
の果たす役割にも、大きな期待が寄せられています
　当校といたしましては、これからも、幅広い教養と高い倫理観をそなえた看護師の養成に努めて参りますの
で、今後ともご指導とご協力を賜りますようお願い致します。

社会福祉法人 水光福祉会/水光デイサービスセンター 事務長　　天野　功一

介護付有料老人ホーム 水と光の園 施設長　　植田　安昭

宗像看護専門学校長　　藤本　光敏

さあ、明日から国家試験の勉強　“やるぞ !!”2 年生石津寛宣さん、ホッケー選手として国体に出場。頑張って !
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　日頃よりお世話になっております。平成７年に郷里であ
る宗像の赤間駅南口に若干 32 歳で眼科を開業しました。あ
りきたりの診療を続けて気が付けば 18 年もの歳月が過ぎて
しまいました。
　さて水光会病院さんですが、実は私は中学生時代に前身
である津留病院に２週間ほど入院した経験があります。高
校受験のストレス？なのか柄にもなく下血が止まらなくな
り自由ヶ丘の林（啓）先生から紹介されたのです。当時は
まさか自分が医者になる（父は中学校教員）とは思いませ
んでしたから退屈なのでもっぱら担当の看護婦さんをから
かっていたのを憶えています。
　眼科の分野では以前から実質的に宗像地区では唯一入院
可能な施設として展開されており、我々無床の施設は非常
に助けられております。現在も九大眼科医局の後輩である
本多博一先生が医局から派遣されており頼もしく思ってお
ります。
　また津留理事長は宗像医師会に於いても理事として２期
目をしかも今季から執行部№３の地位である筆頭理事を務めて下さっており、特に救急医療の
領域では責任者としてご活躍いただいており感謝の念に堪えません。
　個人的にも高校の２年先輩でもあり、目の前にある目標でもあります。
　つまり福津地区では唯一の基幹病院とも言える水光会病院の今後の更なる発展を期待せずに
はおられません。これまで地域連携会議に出るくらいの協力程度しかできておりませんが末永
く宜しくお願いいたします。

　医療用医薬品には、成分が同じで効き目が同じ薬で、「新薬（先発医薬品）」
と「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」とあります。
　新薬は、最初に開発・発売された薬で、開発メーカーは特許期間中、独
占的に製造・販売することができます。その特許期間が満了した後に、厚
生労働省の承認のもとに発売される薬がジェネリック医薬品です。開発期
間が短く、開発コストも大幅に抑えられるため、価格が新薬の約７割以下
に設定されています。
　新薬は、特許期間中に多くの患者さんに使用され、その有効成分の効能・
効果や安全性が十分に確認されます。その特許満了後に、同じ有効成分で開発・製造されるお
薬がジェネリック医薬品です。またジェネリック医薬品は、有効成分の溶け方が新薬と同等で
あることを確認する試験（溶出試験）や、有効成分が門脈を経て肝代謝後に体循環血液中に入
る割合と、その際の速度が新薬と同等であることを確認する試験（生物学的同等性試験）が行
われ、それらが適合してはじめて発売することができます。
　後発医薬品には高血圧、糖尿病、高脂血症の治療薬や抗生物質、抗がん剤、抗アレルギー剤
など数多くあります。しかし、お薬の種類によっては後発医薬品がない場合もあります。私達
の薬局は少しずつ後発医薬品を導入していっています。

〒 811-4175　宗像市田久 2-3-1
TEL 0940-635-1851

（医）やまね眼科医院　　理事長　山根　　勲

ジェネリック医薬品（後発医薬品）のお話　　薬局長　藤原　博志

地域の先生方紹介コーナー
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　九州大学医学部構内で行われた、第６回福岡メディカルラリーに医
師２名・看護師２名・救命救急士２名の計６名でチーム名「team　
MUNAKATA」で出場しました。駅構内での通り魔現場による多数傷
病者、大型バスによる交通事故現場、民宿での食中毒現場、災害現場
など様々な状況設定でした。病院内での対応とは異なり、病院前救護
が前提での現場での状況評価・観察・処置・重症度緊急判定などが必
要とされるため、競技出場にあたり何度も練習を重ねました。
　当日の協議は想像以上の焦りや緊張感を
感じ、身体が思うように動きませんでした。
改めて混乱した現場で迅速な判断や処置を
行う難しさを感じた反面、チームメンバー
で声を掛け合う意思疎通の大切さ、状況評
価の正確さ、チーム医療の大切さを
改めて感じました。
　競技順位は 14 位という悔しい結果
となりましたが、緊張感の中にも常
に笑顔を絶やさず、チーム一丸で取
り組めたことはとても良い経験とな
りました。
　病院の代表として参加させていた
だきありがとうございました。

　当院産婦人科では 2007 年より分娩を休止して地域の皆様には大変ご不便をお掛けしておりま
したが、このたび分娩を再開することになりました。長期の休止の間に機器も老朽化しており
ましたので、これらの機器の更新ならびにお部屋のリニューアルを行いました。以前よりも快
適な入院生活ができると確信しております。とはいっても豪華な部屋あるいはフランス料理と
いうわけではありませんので、その点ではご期待を裏切る
かもしれません。
　当科では、なるべく妊産婦さんのご希望を取り入れ、妊
産婦さんの分娩力、赤ちゃんの力を重視してより良い分娩
のスタイルを考えていきたいと考えております。
　医療が発達しても「お産は安全」とはなっていませんが、
皆様の御意見を伺いながら、より安全で快適な産後となる
ように努力していきたいと考えておりますので、宜しくお
願い申し上げます。

第６回福岡メディカルラリー参加報告　　ICU 看護師　大岩　由紀／後藤　　悠

産婦人科部長　　松本信一郎

産婦人科、リニューアルしました
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　９月 21 日、22 日の２日間、神奈川県パシフィコ横浜にて開催された、
第 54 回全日本病院学会 in 神奈川に参加させていただきました。全国
からの参加者も多くみられ、当グループからは臨床検査室、介護老人
保健施設の２部署から参加しました。
　私どもは「病院併設老健における医療対応の問題点とニーズ」を演題
として、老健で行われる診療や検査、外来受診等は一部を除き介護保
険内での包括給付となっていること、現在の医療保険制度における診療
報酬改定に伴う急性期病床の在院日数の短縮化等に対して、多様化し
ている老健入所者の医療ニーズに関しては、老健管理医師と各専門医と
の連携を常に図る必要があること、そしてターミナルケアの対応におい
ても給付上行えるも、穏やかな死を迎えるための療養環境の整備や現行
での人員配置でニーズに沿った医療を提供すると包括給付内では限界
が生じてしまうため、給付拡充の必要性について発表しました。
　さらに、介護・医療が一体化したサービスの「地域包括ケアシステム」
の５つの視点による取り組みも居宅支援事業所等と連携を図ることで
老健が中核的な役割が担えるのではないかという展望も発表し、発表後は座長からも老
健開設以降、人員基準に何も変化がないことや、包括という現状においても危惧してい
るため、今後も継続した調査や発表をして下さいとお褒めの言葉をいただきました。
　最後になりますが、高齢化が一段と進む 2025 年に向け老健として何が出来るのか、今
後も施設全体で研鑽をしながら社会に貢献できるよう勤めてまいります。
　今回は貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

　今回私は、「当院の輸血用血液製剤管理の運用と取り組み～血液製剤
廃棄量を削減する為に～」というテーマで学会に臨みました。同じテー
マで参加されている施設がいくつかあり、とても為になる貴重な意見
を聞く事が出来ました。少子高齢化に伴い年々献血者が減少し、16 年
後には約 100 万人分の血液が不足すると言われる中で、血液製剤の有
効利用は必要不可欠です。また、血液製剤の廃棄金額を抑える事は、
病院運営のコストの面でも助けとなります。今回、手術予定日が決まっ
ている場合の輸血依頼書提出期日や、予定日に血液製剤の使用がない
場合の返血期日を明確に決めるべきだとの意見を頂き、今後当院でどこまでであれば協

力が得られるのか、話し合って決めていかなければならないと思い
ます。特に医局の協力は欠かせず、廃棄率が１％前後の施設では、
医局全体で廃棄削減に動いていました。ここまでしないと廃棄率を
１％前後に抑える事は難しく、チーム医療で廃棄削減に向けて取り
組んでいかなければならない事を改めて実感しました。廃棄削減が
いかに重要か知ってもらう為にも、私たち検査技師がどんどんアプ
ローチしていかなければなりません。最後に、今回病院学会に参加
し、たくさんの勉強と経験をさせて頂きました。この様な機会を与
えてくださった方々に感謝し、今後の業務にますます励んで行きた
いと思います。

介護老人保健施設　水 光 苑
支援相談員　坂﨑　　剛

看護師　掛札　博士

臨床検査室　田中　朝子

“「第 54 回全日本病院学会 in 神奈川」に参加して”
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　作 り 方
①大根はおろして軽く水気を切る。
②えのきは石づきを落とし電子レンジで全
　体にしんなり火が通るまで加熱する。
　＊600wで約2分（熱湯で湯がいてもよい）
③しいたけは石づきを落とし、トースター
　で 2～ 5分焼き 4つに裂いておく。
　＊焼き時間は手持ちのトースターにより
　　違うので焦げないように気をつける。
　　軽く火が通ったら焼き上がり。
④酢と砂糖と塩を混ぜておき①～③を加え
　さっくり混ぜ、上からあさつきを散らす。

　大根はアミラーゼという消化を促進させる酵素を含
み、胃痛・胃もたれ・二日酔いに効果があります。きの
こはビタミンB1を含むため食欲増進・疲労回復効果が
あります。また食物繊維も含まれているため整腸作用も
あります。大根・きのこ類を食べて年末年始で疲れた身
体、乱れた食生活を整えましょう。

　ホームの見学に来た友人の一行と廊下でばったり出会った。出会い頭に、「平兮
さん、こんな素敵なホームに居るの？整然と整った施設、それにギャラリーみたい
な廊下の写真。私も入りたい。」と早口に言って立ち去った。
　ずらりと並ぶ写真は、何の変哲もないホームの中に少しでも自然の風を送りたいと、
あちこちの公園の花々を写真に撮り、月に２回程度入れ替えてくれる施設長の心遣い
である。
　花に集まる虫や蝶、蛙等。私は光の影にまで愛着を感じている。それに玄関の隅
の足元には小さな花瓶に野の草花が楚々とした風情を漂わしている。これに心打た
れる来客も多い。
　ケアマネジャーの目立たない心の優しさの表れである。私は自宅を誉められた様
に鼻が高く嬉しい。
　米寿を過ぎた老年の私ではあるが、１階、２階、３階の介護・看護の 30 人程の
職員の名前を殆ど知っている。なぜだろうか？一人ひとりの個性あるプレゼントの
お蔭だと信じている。ふと懸けてくれる言葉の優しさ、ちょっとした仕草の温かさが伝わってきた結果である。
きっとそうだ。こんなホームに生涯を託している私は本当に幸せである。遠くに住む家族も私のことは安心し
きっている。
　水と光の園の一部を紹介させてもらった。
　皆さん、ありがとう。本当にありがとう。

えのきと焼きしいたけのみぞれ和え～ 食卓の一品 ～

材　料（４人分の目安となります）
大根 400g（約 15cm）

しいたけ 40g（４個）

えのき 140g（１パック）

あさつき 適宜

酢 大さじ 2

砂糖 大さじ 1と１／２

塩 ひとつまみ

管理栄養士　池田　昇平

「 あ り が と う 」
水と光の園　308 号室　平兮喜美子
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診療科目 ・ 健診等
　総合診療科、 内科 ・ 糖尿内科、 呼吸器科
　消化器 ・ 胃腸科、 循環器科、 小児科
　リウマチ科、 リハビリテーション科、 外科
　心臓血管外科、 整形外科、 形成外科
　脳神経外科、 産婦人科、 眼科、 耳鼻咽喉科
　皮膚科、 泌尿器科、 肛門科、 放射線科
　麻酔科、 透析センター、 各種健康診断
　生活習慣病予防健診、 人間ドック ・ 脳ドック

受付・診療時間
　受付時間　午前 ８ ： ００～１２ ： ００
　　　　　　　　午後 １ ： ００～　５ ： １５
　診療時間　午前 ９ ： ００～１２ ： ３０
　　　　　　　　午後 １ ： ３０～　５ ： ３０
　休 診 日  日曜 ・ 祝日、 年末年始 （12/31 ～ 1/3）
　　※急患につきましては、 休診日、 時間外にかかわらず　
　　　診療致します。
病 床 数
　３００床 （一般 251 床、 回復期リハ病棟 49 床）
面会時間
　平日 14 ： 00 ～ 20 ： 00　休日 10 ： 00 ～ 20 ： 00
施設認定
　救急告示病院
　開放型病院
　基幹型臨床研修指定病院
　（財）日本医療機能評価機構認定病院 （Ver.5.0）
　福岡県重症神経難病ネットワーク協力病院
　久留米大学医学部教育関連病院

⑤

①
②

④
③

宗像水光会
総合病院

JR福間

上西郷交差点

上西郷インター

国
道
３
号
線

⑥

⑦
⑧

宮地嶽神社

福津市役所

JR福間

①介護老人保健施設 水光苑 TEL 0940-42-2221
　〒811-3207  福津市上西郷335-1

②水光福祉会 水光デイサービスセンター
　水光福祉会 水光ヘルパーステーション

TEL 0940-34-3331
TEL 0940-34-3332

　〒811-3207  福津市上西郷487-1

③小規模多機能型居宅介護施設 花みずき
　サービス付き高齢者向け住宅 みずきの郷
　水光会地域総合ケアセンター
　福津市水光会在宅介護支援センター
　福津市地域包括支援センター

TEL 0940-43-5001
TEL 0940-43-1112
TEL 0940-34-3434
TEL 0940-43-0044
TEL 0940-43-0787

　〒811-3207  福津市上西郷486-1

④水光会　総合リハ･フィットネスセンター
　水光会　健康増進クリニック TEL 0940-34-3135

　〒811-3207  福津市上西郷488-1

⑤介護付有料老人ホーム 水と光の園
　水光会ふくま訪問看護ステーション

TEL 0940-34-3071
TEL 0940-34-3133

　〒811-3207  福津市上西郷491-1

⑥住宅型有料老人ホーム　水光松風 TEL 0940-42-3505
　〒811-3219  福津市西福間4-1-1

⑦学校法人水光学院　宗像看護専門学校 TEL 0940-52-5222
　〒811-3305  福津市宮司2-11-20

⑧ふくとぴあデイサービスセンター TEL 0940-34-3338
　〒811-3218  福津市手光南2-1-1 ふくとぴあ内

水光会グループ

医療法人社団水光会   

宗像水光会総合病院
〒 811-3298　福岡県福津市上西郷 341-1

TEL.　0940-34-3111 ㈹
FAX.　0940-43-5981
ホームページ　http://www.suikokai.or.jp
E メール　　　   hosp@suikokai.or.jp


