
ご自由にお持ち帰り下さい。
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介護老人保健施設のいま!
介護老人保健施設ニューライフ須恙

ttた  0わ こ

着護長 百口 恒子

ニューライフ須恙は開設から8年 目になります。

介護保険制度が始まり、老人保健施設は介護老人保健施設と

名称が変わりました。

介護老人保健施設は「医療の場Jと「生活の場」を結ぶ家庭復

帰・在宅支援施設で、中間施設としての役割があり、残存機能を

活かし自立支援を行効 設としては従来と変わらず機能している

施設でもあります。

介護保険により利用しやすくなった反面、家庭復帰が困難となり

入所期間が長期化し、入所時点で「特養待機」として利用されてい

る方もおられます。

また、長期化の傾向は高齢化の進行に伴い、痴呆の高度化やA

DLの 低下により車椅子利用の方が年 増々加し、重介護化の現状

にあると思われます。

いま、当施設では入所者一人ひとりに合わせたケアプラン(介護

サービス計画)を作成し、5つの基本的ケアを生活リハビリとして徹

底しています。

1起 きる 2食 べる 3排 泄する 4清 潔にする 5行 動する

たとえば、寝たきりを無くし食事をしておいしそうな顔をされる。

トイレで便をしてすっきりとした表情になられる。

この当たり前のケアが当たり前にできることが、入所者の方と共

に喜びや感動となり、ケアの工夫、質の向上へとつながるものと思

います。
これからは入所者が何を望み、何を求めておられるのかをしっか

り受け止め、温かい日で見守 り、温かい手で触れ合いながら、ス

タッフ全員でヽが伝わるケアを続けて行きたいと思います。

lCARE



な か の みつ砂き

～
″ 砺 携 ″ ゴヽリテ ーション″ 医師 申野 光之～

7月 に入り、日に日に暑くなりつつある今  一般的な腰痛に対
日このごろですが、みなさんいかがお過ご しての治療は、まずリ
しでしようか。 ハビリをおこない、痛

今回、整形 (リハビリテーション科)に受診  み止めの薬を内服します。
される患者さまの中で最も多い「腰痛」につ  リハビリや内服薬で効果が無かつたり、内
いて原因・予防・治療などを簡単ではありま 服薬による胃痛症状が現れた場合は、患部
すが書かせていただきます。 (月要)に直接局所注射をおこなうこともあり
さて、元来人類は他の哺乳動物と同じよう ます。

v4つ んばいで歩いていました。 最後に腰痛体操を紹介します。

人類の進化とともに他の動物とは違い、前  この体操は腹筋及び背筋を強くするため

足 (手)の機能が発達し道具を使うようにな  に考案されたものですが、腰の状態は患者

り2本 足で歩くようになりました。 さまそれぞれに違い、場合によつてはこの

動物の世界では4足 歩行が当たり前で、人  体操で腰の状態が悪化することもあります

類だけが「不自然」な2足歩行をするように ので、主治医もしくは理学療法士に相談の

なり、体重が腰や膝に重くのしかかるため、 上おこなって下さい。

膝の痛みや腰痛が起こるといわれていま

す。

腰の痛みの原因をあげてみます。
1.背 骨(脊椎)が曲がつて神経を圧迫して

いる。

4

骨粗継症などにより脊椎の圧迫骨折
があり、神経を圧迫している。

腰や腹の筋力(腹筋や背筋)が低下し、

腰を支えきれなくなつた。

膵臓などの内臓の病気が原因で、背中
に放散痛が現れる。

《腰痛体操》

3.

朝と夕にそれぞれ5～ 6回

繰り返しましよう

①膝をかかえこむ

体を丸くして背筋を伸ば
します。

お尻を持ち上げる

背中を床につけたま
ま、お尻を持ち上げ
てフリッジ状にしま

。骨盤 のゆが みを

矯正します。

◎へそのぞき
両手 を腹 に当て、頭

を持ち上げながらへ

そを見 る。同時 にお

に力を入れ腰をわ

か に浮 か します。

腹筋の強化をしま

す。

1の場合、背骨を伸ばすリハビリが効果的
です。
2の場合、コルセット等を装着し、患部に負

担がかからないように姿勢を矯正したりし

ます。
3の場合、体操による筋力増強、プールな
どでの運動が効果的です。
4の 場合、内科的な (または外科的な)検
査・治療が必要です。



食魯れこ気をつゲましまタノノ
～家庭 でのrヂ 彦テ笏ぶィント～

水ヽ戸病院 昔理栄養士 あF千 恵～

梅雨まつ最中、気温・湿度ともに高くなり、食中毒のおこりやすい時期になりまし

た。食中毒によつて嘔吐、下痢、腹痛、発熱、麻痺、発疹などの症状をひきおこし、時

には死に至ることもありますので、ご家庭でも十分注意しましよう。

☆《食中毒予防の三原則》★

清 潔 ・̈菌をつけない。

迅速…冒錨ζ
る時間をV

)令 去日
または

加 熱

★《食中毒予防のポイント》☆
① 肉汁や魚などの水分が漏れないようにビニール

袋などに入れましよう。

② 持ち帰つたらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましよ

③ 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は 15℃以下に保ち
V

ましよう。

④ 生肉や魚を切つた後の包丁、まな板は洗剤で洗つ

たあと熱湯をかけてから使いましよう。手も必ず

石鹸で洗いましよう。

⑤ 冷凍食品を解凍する時は常温に放置せず、冷蔵庫
で解凍しましよう。

⑥ カロ熱調理する時は十分に(中心部の温度が75℃以

上で1分間以上)加熱しましよう。

⑦ 調理した食品はなるべく早めに食べ、残つた食品は

清潔な容器に入れて冷蔵庫に保存しましよう。

食中毒を予防して、

元気に夏を乗り切りましよう!

菌を増やさない。

菌を殺す。



こlまや し

ひまわり園保育士 ′卜林

ひまわり園を紹介します。

当託児所は、就学前のお子さんがいる職員が

安心して育児と仕事が両立できるようにと平

成4年 2月開設しました。

最初は吉松院長の自宅の一室で子供達をお

預かりし、その後病院敷地内の一角に現在の託

児所が建ちました。

これまでに100名 近くの子供達が過ごしてき

■して、託児所開設当初に来ていた赤ちやんも

う は中学生です。

託児所に来ている子供達の数は、毎年増えた

り 減つたりしますが、世間の少子化問題も何の

その、今年は出産ラッシュのようで、大きなおな

かをかかえて働いているお母さんをよく見かけ

ます。

現在ひまわり園には0歳 児4名 、1歳児6名、

2歳 児4名 の子供達が来ており、5名 の保育士

でお世話しています。

やつと寝返りができるようになつた赤ちや

んから、常に走り回る2歳児たちと、毎日わ

いわしヽこぎや力ヽ こ過ごしています。

集団生活には家庭では得られない多くの

重要な役害」があります。

小さなお友達には優しく接すること…。

同じ興味を持つ同年齢のお友達とはおも

ちやの取り合いをすること…。

こ
子

み
美

ゆ
由

いヽ
一
〓

大きなお友達のまねをしてみること…。

大人が教えなくても自然と身に付くことがたく

さんあります。お友達と遊ぶ楽しさの中で、相

手を思いやる心、優しさや協調性が自然と育つ

ようになつてくれる事を願つています。

また、育児と仕事を両立して頑張つている若い

お母さんたちは、何かと育児について悩みが多

いと思います。子供達が健やかに育ちますよ

う、色々アドバイスしていきたいと思つていま

す。

《ひまわり園の基本理念》
(1)託児所ひまわり園は正信会事業所施設として

水戸病院及びニユーライフ須恵に勤務される

保護者の方々が安心して子供を預け、業務に

専念されるよう願つています。
(2)O歳から幼児までの混合保育の特性を生かし、

家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの成長に合
わせて思いやりの心、自発性・創造性の芽生え

を大切にしながら、心身共にしつかりと基礎を

築きたいと願っています。



<お 花見>(4病棟)
平成14年 3月下旬

近くの公園へお花見に行きました。

春の暖かい日差しを浴び、とても気持ちが良

かつたです。

桜も満開で、患者さまの顔も満開でした。

| ~   ｀
'   =    ■
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<バ スハイク>(病院デイケア)
6月 13日 (フヽ)

海の中道マリンワールドヘバスハイクに行

きました。

イルカのショーや水槽を泳ぐ魚を見て皆さ

ん楽しまれました。

<日 野 原 重 明 先 生 ・文 化 講 演 会 >～ 6月 7日 (金)ネ冨岡国際ホープИこで～

去る6月 7日福岡国際ホールにて聖路加国際病院理事・名誉院長の日野原重明先生の文化講演が行
われました。演題は「人生百年私の人生」で、先生の90歳 現役医師としての生き方、人生の上手な処方

箋等をご講演されました。

ご講演の内容は始めから終わりまで感動的なお話ばかりでした。特に印象に残つている言葉は、～生き
ることは確力Чこ苦しいけれども、生き方を工夫すれば、生きることを楽しみに変えていくことができます。
60歳 は人生の折り返し地点にすぎません～
水戸病院からは吉松院長、角婦長、百田看護長、松永次長の4名 が講演会に参加しました。

写真は講演会終了後、日野原先生と懇談した時の記念写真です。

日野原先生から人生の素晴らしいメッセージを、おみやげとして戴いて病院に帰りました。
(写真は左から角婦長、日野原先生、百田看護長、吉松院長です)



吉松 秀則 吉松 秀則

レハビリテーシヨンrl]

大川 義照

[呼吸器神

富安 幸博

[リハビリテーション科]

大川 義照

レハビリテーシヨン科]

大川 義照

17:00以 降
当院医師または大学医師による交替制

(外来診療は平日19:00迄、土曜日は17:00迄。但し急患はこの限りではありません。)

後
13:30

S
17:00

_Jま ど前から考え、候補は100を 越えました。

そこで自分の「源太」という名前の由来を思い出

しました。

私がまだ母のお腹の中にいる時に産婦人科の先

生がエコーを見て、どこを見てか「女の子ですよ」と

告げ、名前は“幸せな子になる様に"という事で「幸

子Jと決まっていました。しかし産まれてきたのは元

気な男の子 !!

名前が無い日が数 日続き、服もピンクや赤いも

のばかりしかなく、仕方なく着ていました。そんなあ

る日、日本史が好きな父がテレビで時代慮Jを見て
●●しわらげ ん た方‖ずすえ

いて、「IFt原源太景季」という名の武将がおり、ピー

ンときたのか「源太Jと強∃に決まってしまいまし

た。

幼い頃は正直言つてあまり好きではありませんで

した。なんか古くさいし他に誰もそんな名前の人い

ないし、旅行などで土産物屋さんに行つても「けん

じくんJや「たかしくんJという名前入り

キーホルダーはあつても、「げんたく
ん」というキーホルダーは未だに見た
ことがありません。

テレビの水戸黄門に時々「源太Jという人が出てく

るが、だいたい「そば屋」か「こそ泥J、8時 20分 過

ぎには斬られて死んでいる。

一番ショックだつたのは高校の日本史の授業で

「源平の合戦」の時間があり、「源太景季」が出てき

た。自分の名前の由来の人という事を授業中に金

員に言うと、先生/1大笑いした。なんとその「源太

景季Jは敵に毒を盛つたり闇討ちをしたりと、平家

の人間からは「悪源太」と言われるほどまつとうな

武将ではなかったらししヽ それで卒業するまで「悪

源太」と呼ばれ続けた。

さて、余談ですが「マチカネアクゲンタJという名

の競走馬 (サラブレッド)が実際に地方で活躍して

いましたね。

まあ、そんなこんなで色々ありましたが、「憶えや

すじ」とか「元気そうでいしЧなどと言つてくれる人

たちもいてくれて、今では「源太」という名前がとて

も気にいつています。

だから子供に「源太丸」と元気いつぱいの名前を

考えていましたが、親族すべての人たちから大反対

され、「寛太」という名前で落ち着きました。

次は老健3階 の山崎矢□恵さんにバ トンタッチい

たします。



外来診療科 外来診察担当日

富安 幸博
とみやす ゆきひろ

一般内科 「乎吸器科

月曜日(午後)

火曜日(午前)

木曜日(午前)

①呼吸器科
②野球、テニス

患者さんのお話をよく聴ける医者

でありたいと思つています。

柳 文三
やなぎぶんぞう

ニューライフ須恵

専属医師
①老人病一般
②無為徒念

のんびり暮らすことを心情とす

る。

■正イ言会水戸病院 TEL(092)935-3755/FAX(092)935-6626
〒8112298福 岡県粕屋郡須恵町大字旅石 115-483
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診療科目 内科、小児科、消化器科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科、
神経内科、アレルギー科、放射線科

ベッド数 163床 (一般病床28床、、特殊疾患療養病床48床、療養型病床32床、介護療養型病床55床)
診療時間 月～金 900～ 19:00/■ 900～ 1700

日曜 祝祭日休診(急患の方はこの限りではありませス)

通所リハビリテーション事業所

口水戸病院デイケアセンター

TEK092)935-3755

介護老人保健施設

ロニューライフ須恵

TEL1092)937-1055/FAX(092)931-8695

居宅介護支援事業所

■ケアワイド21

TEL(092)957-3321/FAX(092)957-3322

訪問看護事業所

■あすなろ訪間看護ステーション

TEL(092)936-9653/FAX(092)936-9655

訪間介護事業所

口あすなろヘルパーステーション

TEL1092)936-9653

■須恵町在宅介護支援センター

TEL(092)937-0255
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西凛バス停

もうじ老悔面こ終わι:、本格的な夏が到廉するこここ思います●l、皆さ春元気―
にお過ごしてすか? 日に日に晏くなιl、体調階崩しやすい季節ですので、体調置

理には十分気を付けてくださいわ。
さて、水戸病院ださι10発行を始めて、はやコ6号こ●11ました。

今後も皆さきに親しきれ、楽したていただltるような広報請をつくってきい11たいこ思います
ので、こうとようしくお願いいたしきす。

ホ戸病院広報企画委員会 高機 和子

■発行:医療法人社団正信会 理事長吉松秀貝J■ 編集:水戸病院 広報企画委員会 ■印刷 (有)清原印昴1


