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地域における医療・介護ケアサイクル
という考え方
医療法人社団水光会
宗像水光総合病院
理事長
津留
院 長

英智

外来で診察をしていると、
『先生、とにかく家族には迷惑を掛
けたくないから、ピンピンコロリで逝くにはどうすれば良いので
しょうか？』と冗談交じりでお聞きになる患者さんが少なからず
いらっしゃいます。しかし現実は思った通りには行きません。
例えば、高齢者の方が脳卒中で発症すると、救急車で搬送され、
緊急入院となり先ずは、①高度急性期病床で手術や集中治療を行
い、状態が安定したら②（一般）急性期病床で引き続き点滴治療
などを行い、治療の主体がリハビリとなると③回復期リハビリ病
棟、地域包括ケア病棟へ転棟となり、そこで残った後遺症・障害
の程度、社会的環境、ご家族受入体制等により、おおよそ自宅退
院できる方、更に④慢性期病床に転院し療養治療・介護を受ける
方、在宅診療・在宅介護を受ける方と分かれます。
【第６次医療法改正】
我が国が抱える 2025 年の少子・超高齢化問題に対して、2014 年に策定された第６次医療法改
正により、病床機能は前述の①〜④に機能分化され、平成 27 年４月からスタートした「地域医療
構想」により、２次医療圏ごとに必要病床数が示され、今後この病床の機能分化がより厳格化され
ていきます。それに対して、退院後も、出来るだけ住み慣れた町で安心して暮らし続けることが出
来るように、
（１）医療、
（２）介護、
（３）介護予防、
（４）生活支援、
（５）高齢者住居をケアの核と
して、多職種が関わる、
「地域包括ケアシステム」というネットワーク作りが現在推進されています。
【急性期ケアから回復期ケア、そして長期
（慢性期・在宅）ケアへ】
退院した後、後遺症を抱えながらも、なんとか在宅で介護を受けながら過ごしている方々が、一
般的にどのような経過をたどるかというと、身体的な機能が徐々に低下し、嚥下機能の低下から肺
炎を発症したり、場合によっては脳梗塞が再発したり、運動機能の低下から自宅で転倒・骨折等が
あれば、再び①高度急性期、②（一般）急性期、あるいは③回復期、
「地域包括ケア病棟」に再入院
となります。このような急性期ケアから回復期ケア、そして長期（慢性期・在宅）ケアを繰り返す
ことになり、男性の場合で平均３〜５回、女性の場合で平均５〜７回この医療・介護ケアサイクル
を繰り返すと言われています。
【地域医療を支える】
よって、患者さん・利用者の方々が、医療・介護ケアサイクルのどのような場面であろうと、安
心して地域で過ごして頂けるように、この医療・介護ケアサイクルを地域でしっかりと支えること
が、極めて重要となります。これからも、当院、当グループは上記の高度急性期、急性期、回復期
リハビリ病棟、地域包括ケア病棟、介護ケア、在宅ケアをより充実させ、常に地域を支える医療・
介護の包括的ケアを推進してまいります。
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新任医師・研修医
いわくま け い こ

泌尿器科：岩隈 景子 医師
産業医科大学泌尿器科から参りました、岩隈景子と申します。経験が浅く、ご迷惑をおかけする
ことが多々あると思いますが、少しでもお役に立てるよう尽力させて頂き、自身も成長できたらと
思います。出身は福岡市で、小さい頃は家族で宗像ユリックスのプールに遊びに来ていました。最
近の趣味はドライブや温泉めぐり、映画鑑賞などです。こちらは福間海岸など素敵なスポットが多
く、新生活に期待を募らせています。未熟者ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

外

ふじさき まさひろ

科：藤﨑 正寛 医師

大変お世話になっております。久留米大学外科より赴任いたしました藤﨑正寛と申します。出身
は鹿児島県で、スポーツ全般が趣味です。
地域の皆様が、健康に過ごすためのお手伝いをさせて頂きたいと思います。至らない点もあると
思いますが、精一杯、頑張りますので宜しくお願いいたします。
べ っ き まさふみ

整形外科：戸次 将史 医師
久留米大学整形外科より４月から赴任しました戸次将史と申します。出身は久留米で、出身大学
も久留米大学出身です。卒後も久留米大学病院で勤務しまして、本年度で４年目となります。趣味
はテニス、ゴルフです。
未熟者であり、南谷先生、平川先生をはじめ、病院スタッフの方々に何かとご迷惑をおかけする
ことも多いと思いますが、御指導御鞭撻の程宜しくお願い致します。少しでも早く新しい環境に慣
れ、この地域の医療にお役に立てるように努力してまいります。どうぞよろしくお願いします。
おおいし としのり

研 修 医：大石 年訓
この度水光会病院にてお世話になります研修医の大石年訓です。入職し、まだ２週間程ですが先
生方をはじめ各部署スタッフの方々にこころあたたかいご指導を頂き、水光会病院で研修でき本当
に良かったです。これから人として医師として成長し、地域の方々に恩返しを出来るように頑張っ
て行きたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
さかもと たくろう

研 修 医：坂本 卓郎
この度、４月から宗像水光会総合病院で研修医として働かせていただくことになりました、坂本卓
郎と申します。出身は大阪ですが、福岡とご縁があり産業医科大学に入学、今年卒業致しました。大
学ではソフトボール部と軽音楽部に入部しておりました。趣味はギター、ランニング、DIY です。
医師として働いて一ヶ月も経っていない中で、病院の先生やスタッフの方には何かとご迷惑をお掛
けすることもあるかと存じますが、失敗からも積極的に学び取り、出来るだけ早く即戦力になれるよ
う努力していく次第ですので、どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
ひらき

研 修 医：平木

あきら

陽

この度、宗像水光会病院で研修医として働かせて頂くことになりました平木陽（ひらきあきら）
です。久留米大学出身で、学生時代はゴルフ部に所属しておりました。
医師としての生活が始まり戸惑う事ばかりで、指導してくださる先生方、スタッフの皆さん、患
者さん方に御迷惑をおかけする事が多々あるかとは思いますが、どうか温かい目で見守って下され
ば幸いです。この２年間が充実した研修になるよう努力していきますので、これから御指導の程よ
ろしくお願いします。
やまむら そうへい

研 修 医：山村 走平
この度、宗像水光会総合病院で研修させていただくことになりました山村走平です。 産業医科大
学医学部出身で大学時代はトライアスロン部に所属しておりました。趣味は漫画と身体を動かすこ
とです。 医師としての仕事は毎日が新鮮なものばかりでやりがいのあることが多いと思います。そ
の反面、他の先生方を始め、多くのスタッフ、患者さんに御迷惑をお掛けすることがあると思いま
すが、日々成長し二年間の研修が充実したものになるよう努力していきたいと思います。これから
御指導のほどよろしくお願い致します。
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〜 臨 床 検 査 室 〜
技師長

諸岡

厚

当院臨床検査室は検査部長（医師）１名・臨床検査技師
18 名・看護師４名の総勢 23 名で業務を行っています。
１階と２階に分かれて業務を行っていますが、それぞれ
を各専門分野の技師が対応しています。
【生理機能検査室（１階）
】
外来患者さまの採血・採尿・心電図（運動負荷・ホルター）
・
超音波検査（エコー）
・肺活量・脳波・閉塞性動脈硬化検
査（ABI）
・無呼吸症候群検査など患者さんに直接携わった
検査
【中央検査室（２階）
】
患者さまから直接採取された様々な検体を用い病気の原
因となるものを調べていく検査、血液・一般・凝固機能・
生化学・免疫・輸血・細菌・細胞診・病理組織・解剖など
【日々検査機器の適正管理と知識技術の研鑽を心がけ】
我々が日々検査を行うにおいて心がけている事は正しく
管理されていない機器では検査の意味が無いということで
す。内外の精度管理に参加して信頼出来る結果を出せるよ
う努めています。
機器の管理はこれで良いという事はありません、毎日の
積み重ねが大切です。異常があれば何が原因なのか迅速に
対応し現場で対応が出来ないと判断したらすばやくメー
カーに連絡をとり 検査が出来ない！ という時間が無い
様にしなければいけません。
当然の事ではありますが 24 時間対応となると機械を完全に止めることが出来ませんので少々時間がか
かるトラブルも中にはありますが、出来る限り待ち時間を減らせるよう最善を尽くします。
また個人においてもそれぞれ専門分野の各種講習会に学会と参加し知識や技術の向上に努め新しい検
査にも対応できるよう研鑽しています。現在、専門分野の認定資格を持った技師が数名います。今後も
より良い検査を行うため積極的に取り組んで行きたいと思います。
【ご協力のお願い】
正しく信頼出来るデータを出すためには機器管理のみではなく検査を始める準備からが大切です。これ
は患者さまや病院職員の協力無しには行えません。ご協力があって始めて意味のある検査が行えます。
時に検査は、苦痛に感じる事もあると思います。申し訳なく思う場面もありますが、少しでも 検査
を受けて良かった と思って頂けるよう心掛け、患者さまや臨床に貢献できるよう日々業務に取り組み、
できるだけスムーズに検査の報告が行えるよう努めていきますので宜しくお願い致します。
検査内容などの質問がありましたら遠慮せず検査スタッフまでお尋ねください。
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電子カルテ稼動
★医療・介護情報の共有や正しい情報を正確に伝達できるように取り組んでいきます★
情報システム課

課長

井上 彰

平成 26 年 10 月に待望の電子カルテが稼働致しました。職員一丸
となり取り組んだ結果、大きな問題もなく無事稼働することができ
ました。皆様、誠に有り難うございました。改めて心より感謝申し
上げます。
当院の医療情報システムは、平成２年、現在地に移転とともに稼
働した第１期システムから数えると、この度が第４期目のシステム
となります。この第４期水光会医療情報システムは、
「ペーパレス電
▲ 情報システム室とソフトウェアー S のスタッフ
子カルテと当グループ内の医療介護情報連携」をコンセプトに、稼
働約１年半前から具体的な検討を開始致しました。５施設の視察を
行い、医療介護情報連携を実現している恵寿総合病院（石川県七尾
市）
、ペーパレス電子カルテを実現している鹿児島医療センター（鹿
児島市）を参考にさせていただき、システムを構築致しました。平
成 27 年１月には、グループ内の全介護事業所で介護システムも稼働
し、水光会グループの全施設で電子カルテシステムを稼働すること
ができました。
今後更に、この地域の医療・介護・福祉を支える情報システムとして機能できることを目標にスタッ
フ一同、努力して参りますので、引き続きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

臨床研修事務局便り
臨床研修事務局

中島 由紀

６月に西日本総合展示場にて医師臨床研修説明会「e
レジ」が開催され、当院も研修医獲得の為に参加しま
した。今年の参加病院は全国から約 150 施設あり多
くの学生が参加していました。当院のブースには九州
各県からの医学生約 30 名が来場し、先生方が説明し
てくださる水光会の魅力を学生も熱心に聞いていまし
た。当院研修医の生の声は医学生にとって鮮明に心に
響き、当院に興味を持ってもらえた医学生も多々いた
気がします。
最後になりますが、今年も２年間の初期臨床研修を無事に４名全員修了します。当院での経験を存分
に活かしていただき、
これからも頑張っていただきたいと思います。
ご卒業おめでとうございます！
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看護部だより
〜平成 27 年度

看護部の取り組み〜
業務教育担当看護師長

藤嶋 早百合

昨年は病棟編成、
電子カルテ導入、
外来部門リニュー
アル、院外薬局など、新しい取り組みが続いた変革の
１年でした。看護職員はそれぞれに関わり、システム
や体制を整えていきました。
近年、医療は人々が住み慣れた地域でより質の高い
保健医療サービスを受けることができるよう、多職種
連携・協働による在宅ケアの推進、地域包括ケアへと
向かっています。看護師として働き続けていくには専
門的知識や技術を習得する教育は欠かせないと思って
おります。
当院は新人看護職員研修が努力義務化されたのを
きっかけに、それまでの教育プログラムを見直しまし
た。各部署から選出された看護師が教育委員として活動できる体制に変え、現在に至っております。写
真は、看護補助者の教育研修の一部です。年６回開催しています。
今年度は、知識や技術の更なるステップアップを目指し、外部講師による「看護職キャリア開発ラダー
導入計画」の研修、接遇研修、労働環境改善に向けた研修などを計画しております。地域の皆さまから
愛される病院（看護師）になれますよう、看護職員一人ひとりが自ら考え、行動できるよう努力してい
きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

〜医療安全研修会〜
医療安全対策委員会

看護師長

菰田 眞子

医療安全研修は、医療法で全職員に年２回以上行うことを義務付けられていることもあり、当院でも
全職員に対して、医療安全に関する研修を実行しています。毎年４月に研修医師・入職者全員、10 月に
中途採用者に対し医療安全に関する内容や AED（自動体外除細動器）使用方法を含めての研修や医療機
器安全管理者と一緒に、人工呼吸器、シリンジポンプ、輸液ポンプ使用方法の研修会を行っています。
全職員に対しては、９月、３月にテーマを決めた内容とハリーコール訓練を行いました。良質で満足
度の高い医療を提供する為に１人でも多くの職員に安全意識を高めてもらうためと、安全で安心して仕
事が出来るよう提供していきます。

▲ ハリーコール風景

▲ 研修会様子
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デイリハビリテーションだより
―リハビリテーションを通じて、利用者様の在宅生活を支えるー
水光会 健康増進クリニック

デイリハビリテーション

理学療法士

主任

吉原 恵美

水光会 総合リハ・フィットネスセンターが開設して、５年半が過ぎました。
お陰様で、現在では地域住民の方にも当センターの名称が浸透してきたようで、
少しずつではありますが利用者様が増えて来ております。
総合リハ・フィットネスセンター内に付設する、
「水光会 健康増進クリニッ
ク デイリハビリテーション（通称：デイリハ）
」は、介護保険サービスの通
所リハビリです。介護保険で要介護、要支援の認定を受けられた方がご利用で
きます。
デイリハの特徴と目的は、リハビリテーションを通じて、利用者様の在宅生
活を支えていくことです。
サービス利用時間は３時間 30 分
（午前または午後）
です。
「良質なリハビリ」
、
「屋内プールでの水中運動」
「安全な機器を使用したマシントレーニング」等で、
、
安全かつ、効果的なリハビリテーションの提供に励んでいます。
利用者様は、ご自身の生活機能維持および改善に向けて、目標を掲げて一生
懸命に取り組まれています。
センター内は活気ある雰囲気で、いつも賑わっています。きっと運動をする
意欲が高まり、生活がさらに充実したものになるのではないでしょうか。
いつでもお気軽に、ご見学にいらして下さい。 （連絡先 0940‑34‑3139）

学校だより
〜卒業式を終えて〜
専任教員

宮川 優美

３月６日、第 22 回生、69 名の卒業式がカメ
リアホールで行われました。卒業生にとっては、
様々な思いの中でその日を迎えたと思います。
看護学校での３年間を振り返ってみますと、１
年目は看護師になるための種をまき、２年目は
種を育てるために水をやり、３年目は蕾が徐々に
膨らんで、大輪の花を咲かせるために、少しずつ、
成長していたと
思います。
これから先は、
いよいよ看護師
としての人生が
始まります。今
まで以上に色々
なことを体験すると思います。辛い日、
悲しい日、
思わぬことで胸を痛める日もあるでしょう。それ
でも、学生生活の想い出や、共に支えあった仲
間のことを思い出し、前を向いて笑顔を忘れず
に、看護師として輝いて居てほしいと思います。
最後になりましたが、第 22 回生の新しい門出
にあたり「おめでとう」の言葉を贈ります。

〜テニスコートの紹介（グランドとしても活用）〜
宗像看護専門学校 専任教員

竹石 直人

遅くなりましたが、テニスコートの紹介をさせて頂きます。
本校の隣接地にテニスコートが完成し、オープニングセレモ
ニー（昨年７月 31 日）が行われました。藤本校長は「学校の
すぐ隣に、素敵なグランドが出来、嬉しく思います。よき看護
師になるためには、芸術やス
ポーツも大切です。このコート
を利用し、身体を鍛え、気分
転換を図って下さい。
」と挨拶
されました。

これまで「 健 康スポ ーツ
学」の授業は、
「サンピア福岡」
で行っておりましたが、学生
達から、学校の近くに、グラ
ンドを確保して下さい。との
要望があがっておりました。グランドの広さは、580 坪で、コー
トは三面有ります。学生たちは、テニスの他、バレーボールや
フットサル等のコートとしても活用し、毎日、楽しく、気持ち
のよい汗を流しています。

水 光
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市民公開講座

平成 27 年４月 28 日発行

多くの方のご参加をお待ちしております。

身近な病気の話題を取り上げ、一般の方々を対象として
専門医による基調講演と、「あなたの疑問に何でも答えます！」
企画室

市民の皆さんを対象に、今年度も各診療科のスペシャリスト
による熱のこもった素晴らしい講座を開催することができまし
た！
昨年度は栄養とリハビリを皮切りに、循環器科、心臓血管外
科、小児科、形成外科、外科、脳神経外科、産婦人科、泌尿器
科と多くの先生方に講演いただきました。
今後も暮らしに役立つ健康講座を企画しております。水光会
が地域の皆様に愛される病院であり続けるよう、これからもた
くさんの情報を発信していきたいと思います

▲ 循環器：竹本先生の最先端技術講座

中島 由紀

▲ 体を動かしましょう！脳外科：木下先生の掛け声で！

▲ 血管外科：足病についてみんな岡崎先生の話に興味津々！

昨年度の講座紹介 ( 今年も開催します。案内は院内掲示・HP 等にて随時お知らせ致します。)
日程

担当医師

テーマ

４月26日（土） 管理栄養士

浦野

「実践

減塩療法」

５月17日（土） 理学療法士

藤田

「高齢者の転ばない体づくりのポイント」

６月21日（土） 循環器科

竹本医師

「不整脈のお話」〜あなたの脈は乱れていませんか？〜

７月12日（土） 血管外科

岡崎医師

「足病のお話」〜最近、フットケアとか足病という言葉を聞きませんか？？
血管に関する足の病気 ( むくみ、静脈瘤、動脈硬化など ) についてお話しします〜

８月23日（土） 小児科

酒井医師

「変わりつつある

こどもの予防接種」〜今年はどう変わるのか？？〜

９月27日（土） 循環器科

竹本医師

「動脈硬化のこわいお話」〜守ろう家族、助けよう命、〜

10月25日（土） 形成外科

小山医師

「形成外科ってどんなところ？」〜診療内容のご紹介等〜

11月29日（土） 外科

岸本医師

「乳がんの基礎知識」〜疫学から治療まで〜

１月24日（土） 脳神経外科 木下医師 「頭の痛い話」〜命に関わる怖い頭痛とそうでもない頭痛〜
２月28日（土） 産婦人科

松本医師

「子宮筋腫について」

３月28日（土） 泌尿器科

寺戸医師

「夜間頻尿について」〜夜間トイレに行く回数、多くありませんか？〜

平成 27 年４月 28 日発行

行事報告
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〜 ひ な 祭 り コ ン サ ー ト 〜
介護老人保健施設

水光苑

通所リハビリテーション

介護職

浅尾 弘子

春の足音が聞こえ始めた３月３日のひな祭りの日に、
通所リハビリテーションの「健康いきいきフロア」
にて、ご利用者に日頃の感謝の気持ちをお伝えしたいと、職員による〜ひな祭りコンサート〜を盛大 !?
に開催いたしました。
この日のために、健康いきいきフロアの職員はハンドベル、リコーダー、ピアニカや木琴などを、一生
懸命練習しやっと演奏できた（かな？）状態でしたが、
「うれしいひな祭り」
「春の小川」
「春が来た」の演
奏に合わせてご利用者のみなさんが歌ったり、タンバリンやカスタネットを叩いて助けてくれました。
当日の当フロアのご利用者だけでなく、他の
フロアのご利用者もたくさんご参加いただきい
つも以上に笑顔と熱気が溢れるフロアとなりま
した。
普段は無口なご利用者から「面白かった、楽
しかったよ」と笑顔で言われて、職員も達成感
を味わえました。
一人一人の演奏はつたなくても、みんなで心
を込めて演奏すれば喜んでいただけることに感
謝し、またみなさんに喜んでいただける催しを
行ってまいります。

「介護なんでも講座」について
介護事業推進室

主任

仲村 美樹

介護保険が始まり 15 年目となりますが、
「介護保険」という言葉が身近になった今も相談窓口や利用開始
方法がわからなくて困ったという声を聴きます。
そこで、一人でも多くの方に介護保険を知っていただき有意義な在宅・施設生活を送るためのお手伝いが
できるよう平成 26 年 10 月より水光会総合リハ・フィットネスセンターにて「介護なんでも講座」を開始す
ることとなりました。
第１回目は「介護保険の申請について」と題し、申請から利用までの流れについての説明を行いました。
講座後のアンケートでは、
「相談窓口がわかった」
「利用方法についてもっ
❀お 礼❀
と知りたい」というご意見をいただくと同時に、在宅で過ごせなくなっ
た時どうなるのか？という不安から、
「施設」についての説明を要望す
る声が多くあがりました。
要望を受け、第２・３回目は「水光会グループの入所系施設について」
の講座を実施させていただき、
「選択肢が増えた」
「今後
も参加したい」と喜んでいただくことができました。次
回４月には「グループホーム、小規模多機能型居宅介護
について」
の講座を予定しております。皆様の要望に沿っ
て今後も実施していきますので是非ご参加ください。

故 中村哲子様のご家族から車
椅子をご寄贈いただきました。
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
（平成 27 年４月６日）
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北九州マラソン 2015 に救護ボランティアとして参加して
リハビリテーション部

理学療法士

高橋 博愛

平成 27 年２月８日（日）に開催された北九州マラソン 2015 に
公益社団法人福岡県理学療法士会の救護ボランティアとして当院か
ら８名の理学療法士が参加しました。私たちの業務は、負傷者に対
する医師の診療の補助行為や負傷者の搬送、各地点での監視・誘導、
心停止者に対する自動体外式除細動器（AED）の使用です。フルマ
ラソンでの心停止発生頻度は、およそ６万人に１人とされています。
そのため、最も重要な救護ボランティアの活動は、心停止者に対す
る確実な心肺蘇生法（CPR）の実施と AED の使用であり、私たち
は大会前に一次救命救急（BLS）のトレーニングをして大会に臨みました。医療従事者にも知られてい
ませんが、リハビリテーション関連職の中で理学療法士は呼吸・循環の専門職として位置づけられてい
ます。ちなみに当リハビリ部は、心臓リハビリテーション指導士３名、三学会合同呼吸療法認定士６名、
米国心臓協会（AHA）の BLS ヘルスケアプロバイダー７名の有資格者がいます。大会は、１万 1378
人のランナーが出場し男女とも市民ランナーが優勝しました。スター
トから日中にかけて気温が下がり続ける悪天候の中、６時間の制限
時間内に完走したランナーは 8957 人（完走率 89.4%）
、大会後半は
低体温症のランナーが続出しましたが、死亡者なく終えることがで
きました。おわりに、
大会に参加された方、
無事に完走できましたか？
来年も救護ボランティアとして皆様をお待ちしております。

この春、院内に LAWSON が
オープンしました！

平成26年度 消防訓練報告

患者さまや付き添いのご家族さま、お見舞い
の方々にも大変ご好評を頂いています。
郊外店舗と比べると当然狭いですが、売れ筋
商品や話題の新商品はバッチリ押えてあって休
憩時間にはついつい立ち寄ってしまいます。
また、日勤の職
員はもとより、夜
勤の職員たちも大
助かりのようで食
事やおやつを購入
している光景をよ
く目にします。
患者さま用には
パジャマから医療材料まで揃えていただいてい
るので、入院時にご自宅から持って来るのを忘
れていた物があっても大体の物は揃えることが
できそうです。
また、
「休憩スペース」も併設されており、
椅子・
テーブル・コピー機（有料）がありますので食
事休憩やコーヒータイムに利用されてはいかが
でしょうか。
今後 LAWSON さんは「マチの健康ステーショ
ン」へと進化していくそうなので、私たちもど
んどん利用して応援したいと思います。

水光会では年間３回（消防２回・防災１回）の訓練を行っ
ています。
今回の消防訓練は、３月 20 日金曜日、夜間の職員数
の少ない１時 30 分に３階から火事が発生したとの想定
で行いました。火災報知機のベルが鳴り響く中、守衛室
からの 非常管内放
送 の 指 示により各
階の消防担当者が
初 期 消 火、避 難 誘
導・応 急 救 護 と 行
動し、あらかじめ各
所に配 置していた

防火・防災管理者

村上 雅秀

模擬患者 ４名も無事に
避難場所に誘導すること
ができていました。
病院と水光苑を合わせ
ると毎晩約 350 名の入院・
入所の方々がおられ、夜
間帯にその命を守るのは 50 名のスタッフということに
なります。一刻一秒を争う有事の際に、いかに冷静に判
断でき、しかも迅速に行動できるかがポイントとなるの
で今後も継続して訓練を行い、職員の意識を高めて行き
たいと思っています。
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新じゃが芋の甘辛炒め

〜 食卓の一品 〜
材
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管理栄養士
植田 美奈子

料（４人分）

新じゃが芋

大１個
（200 〜 250 ｇ）

いんげん（筋なし）

5本

新玉ねぎ

個

サラダ油

小さじ１

⎧ しょうゆ
⎜
A⎨ 砂糖
⎜
⎩ 生姜

小さじ４
小さじ 2.5
適量

作り方
①新じゃが芋はきれいに洗い、皮が付いた
ままひとくち大の大きさに切り、水にさ
らしておく。
②①は竹串がスッと通る位の柔らかさにな
るまで、塩茹でする。
③いんげんはさっと塩茹でし、３等分に切
る。新玉ねぎは薄切りにする。
④（Ａ）の生姜はすりおろし、調味料
（Ａ）を
合わせておく。
⑤フライパンにサラダ油を熱して、新玉ねぎ
をしんなりするまで炒める。更に、新じゃ
が芋、いんげんを加えて炒め、最後に調味
料
（Ａ）を回し入れて、全体に味を馴染ませ
たら出来上がり。

新じゃが
一般的に春に収穫されるじゃが芋を
「新じゃが」
と呼びま
す。新じゃがは皮が薄くてみずみずしく、皮ごと食べるこ
とができるので、じゃが芋の栄養をまるごと摂取できる優
れものです。特に、新じゃがは通常のじゃが芋よりビタミ
ン C を多く含んでおり、免疫力アップやコラーゲンの生成
に効果的です。新じゃがは通常のじゃが芋より水分が多く、
悪くなりやすいので、常温で保存して１週間〜 10 日位で
食べ切るようにしましょう。

栄養成分（１人当たり）
エネルギー 86 kcal たんぱく質 2 . 0 ｇ
脂質 1 . 4 ｇ 塩分 0 . 8 ｇ

幸せとは何でしょう︒人はひとりでは生

昨今テレビのニュースは︑今日も︑やる
せないことばかり ･･･︒

きていくには難しい︒理事長の巻頭言にも

例えば人生の終盤に頼れるところがあると

あるように︑高齢になっても皆で支え合う︑

いう安心︑そういう幸せがあることは確か

一方︑
﹁老・病・死﹂は人生の根本問題な

です︒

のですが︑私たちはどうでしょうか︒自分

の命や周りの命が明日存在していることは

うに錯覚しています︒私事ですが２月に母

﹁あたりまえ﹂であり︑それが永遠に続くよ

尊 さ﹂
﹁命の大切さ﹂
﹁生きていくことの難

を亡くしました︒そのことを通して﹁命の

しさ﹂
﹁一生懸命に生きること﹂などを改め

なのですが︑
﹁生死を忘れ﹂ていると一日一

て考えさせられました︒世の中は諸行無常

さに追われてしまって﹁自分らしさ﹂を見

日が同じ毎日の繰り返しであったり︑忙し

失ってしまいます︒今の生活の一瞬一瞬 が
﹁人生最後の ･･･ かもしれない﹂と考えると

き︑精一杯の人とのふれあい︑精一杯の挨拶︑
精一杯 ･･･ 何でもしないといけないような

高齢者の方だけでなく︑安心があり生き

気がします︒

がいを見い出せば︑新しい幸せが生まれる

はずです︒今なお︑
病気と共に生きていらっ

しゃる方もいます︒何があっても前を向い

周年の節目︑医療や介護を

順子

て歩むこと︒
命ある限り︑
大事に今を生きる︒

当院も創立

それが大切なのだと思います︒

萩

手伝いができることを願っています︒

広報委員

通して幸せが皆様に届くように︑幸せのお

50

編
集
後
記
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花の池
坊城 中子

ぽんぽんと渡る少女の花の池

一風のさくら吹雪の池渡る

池渡る卒業式の袴つまみ

花の池あり小波もありぬべし

境内の観光バスは花の窓
診療科目・健診等
内科・糖尿内科、呼吸器科、消化器・胃腸科
心臓血管センター（循環器科、心臓血管外科）
創傷治療センター／足病外来（形成外科、血管外科）
小児科、リウマチ科、リハビリテーション科
外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、眼科
耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、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

平成 27 年４月 28 日発行

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 ：３ ０
午後 １ ：３ ０〜 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.6.0）
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

医療法人社団水光会

⑥

⑨

⑧

JR福間

⑤

線

宗像水光会総合病院

号

宗像水光会
総合病院

３

宮地嶽神社

国
道

⑦

〒 811‑3298

福津市役所
上西郷インター

①
②
JR福間

④
③

上西郷交差点

④水光会 総合リハ ･ フィットネスセンター TEL 0940‑34‑3135
水光会 健康増進クリニック
〒811‑3209 福津市日蒔野5‑8‑4

TEL 0940‑34‑3331
TEL 0940‑34‑3332

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
〒811‑3209 福津市日蒔野5‑8‑7

TEL 0940‑34‑3071
TEL 0940‑34‑3133

⑥住宅型有料老人ホーム 水光松風
〒811‑3219 福津市西福間4‑1‑1

TEL 0940‑42‑3505

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

TEL 0940‑52‑5222

〒811‑3209 福津市日蒔野5‑8‑5
③小規模多機能型居宅介護施設 花みずき

TEL 0940‑43‑5001

サービス付き高齢者向け住宅 みずきの郷 TEL 0940‑43‑1112
水光会地域総合ケアセンター
TEL 0940‑34‑3434
福津市水光会在宅介護支援センター
TEL 0940‑43‑0044
福津市地域包括支援センター
〒811‑3209 福津市日蒔野5‑8‑3

http://www.suikokai.or.jp
hosp@suikokai.or.jp

TEL 0940‑42‑2221

〒811‑3209 福津市日蒔野5‑7‑2
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

FAX.

0940-34-3111 ㈹
0940-43-5981

ホームページ
E メール

水光会グループ
①介護老人保健施設 水光苑

TEL.

福岡県福津市上日蒔野 5‑7‑1

TEL 0940‑43‑0787

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
⑨グループホーム 和らぎ
〒811‑3219 福津市西福間4‑1‑15

TEL 0940‑72‑4186

