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「ご挨拶 」

正信会水戸病院 理事長
よしまつ ひでのり

吉松 秀則

lllけましておめてとうございます。
2004年は度重なる台風の襲来と本土上陸

による風害、水害、土砂崩れと全国に大き

な被害をもたらしました。さらに 0月23日は

阪神、淡路大震災を上回る震度7の新潟県

中越地震が発生し、新潟地方は台風との

ダブルバンチで大きな被害が出ました。誠に

お気の尋なことでした。

国際的にはイラク戦争が膠着状態でテロ

による多くの犠牲者が出ています。
2005年こそ平和で明るい年になって欲しい

ものです。
日本経済は職種によって逹いますが、少し

ずつ上向いてきているようです。ただ昨年来
の原油価格の高騰が経済成長の足をヲ|っ

張るのではと少し心配です。資源には限り
があり、石油の消費により地球環境の汚

染、破壊が進んでいます。地球温暖化も石

油の消費が大いに関係しています。この事
からも石油の消費を抑えなければならず、
できれば石油に替わる新しいエネルギーが

見つかることを願っています。

少子高齢社会が進行する中で、、少子化

対策と共に高齢化対策は非常に重大なFun

題です。退職後の人生が日常生活や病気
したときに経済的に心配しなくてもよい安
ヽして暮らせることを望んでいます。年金ホ1

度、医療費や介護費の負担の問題が誰も
が気になるところです。
ところが国家予算を見ると大まかに予算

の半分は国債(借金)でまかなっており、そ

の国債の金禾1を返済するのにまた借金して

いるのが現状です。それて政府は医療、介

護、福祉などの国の負担を少しても抑えよ

うとしてヽヽます。
2000年4月に始まった介護保険制度は今

年で5年経過しました。見直しの年ですが、
入所施設の食費や部屋代負担がヲ|き上げ

られそうです。これは病院に入院中の恙者

様も同様で負担増を党悟しなければいけ

ないようです。心配が少しずつ増えそうです。

生活習慣病といわれている糖屎病の患者

様がだんだん多くなってきました。また高齢

社会のための痴呆の方々も多くなっており

ます。食事に配慮し、適度に運動することに

よって病気を少しでも予防すると共に罹った

ときは早期発見、早期治療を行うように心

掛けて下さい。

職員―同は毎日研鏡に励み、医療の質の

向上を図り、医療事故の無いように努めて

おります。何時でも誰にでも優しい思いやり

のある医療、介護を目指しています。
どうかよろしくお願ヽヽ致します。

今年一年が幸せな年でありますようにお

祈りいたします。

医療法人社団 正信会



デイケア

通所リハビリテーション

平成15年 12月 、ニユーライフ須

恵通所リハビリテーションと水戸病

院デイケアセンターが合併し、新た

にスタートして早 1年、スタッフ総

勢23名 は利用者の皆さまに喜ん

で頂ける通所リハビリテーションを目指し、日夜頑

張つております。今1番力を入れているのが、レクリ

エーションの時間のクラブ活動です。その中の一部

をご紹介しましよう。

〔リフレッシュダンス〕

毎週火曜日、老健食堂で“ズンドコ節"や“炭坑節"

などの音楽に合わせて、ダンス体操を行つていま

す。月に2回 は倉」作ダンス「ダンスフアミリー美和」

の先生に直接指導して頂いています。音楽、体操、

ダン女がミックスされた“リフレッシュダンス"、参

加者急増中です。

毎週水曜日、ハーモニカの伴奏に合わせて、コー

ラスを楽しむクラブです。はじめは小さな声で唄つ

ていた皆さんも、回を重ねるごとに大きな声で唄わ

れるようになりました。最近では、輪唱など“高等テ

クニツク■こ挑戦したり、タンバリン、カスタネット、

トライアングルなどの楽器を演奏しながら練習をし

たりと、コーラス活動をはじめた頃と比べるとレベ

ルアップしています。その美しい歌声は、ニューライ

フ須恵の誕生会や行事などで披露されています。

一見…いや一聴の価値ありですよ!

〔かすみ草コーラス部〕

〔がんこクラブ〕

ご自分の“頑固さ"を自慢しあうクラフ・・・ではあ

りません。将棋、囲碁、トランブ、オセロなどを楽し

むクラフです。がんこクラフの命名の由来は将棋、

囲碁がお好きな方は、頑固な方が多いのでないか?

という一方的な思い込みからなのです。最近は花

札、麻雀(もちろん、賭け事はしておりません!)とそ

の活動の範囲を広げつつ、ますますその“頑固さ"

に磨きをかけている今日この頃です。

〔習字クラブ〕

毎週木曜日に行つております。習字というより“書

道"というくらいの達筆の方が多数いらつしゃいま

す。作品は文化祭で発表したり、通所リハビリ∧

ルーム横に展示しています。

他に腰痛体操、手芸、工作クラブなどがあります。

今後も利用者、家族の希望を取り入れたクラブ活

動を始めていく予定です。

“おおらかで、さわやかで、かつばつて、なかよし

な"ニュ=ラ イフ須恵通所リハビリテーションのこ

れからにご期待下さい!!
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冬の風邪は、ちよつと油断すると長引いたり悪化したりと、親にとつ

ては強敵です。ところがこの病気の正体は意外と矢□られていないようで

す。風邪に対する知識を身に付けて、子どもを風邪から守りましょう。

ウイルスが原因のケースが多い。風邪の症状を起こすウイルスは多種多様。
主な症状は 「くしゃみ、せき、鼻水、発熱」ウイルスの種類によつては、吐
いたり下痢があることも。
唾液とともに空中に飛び散り、人から人に感染する。(飛沫感染としヽいます)

特に幼稚園や保育園で集団生活 している子 どもの場合、どれだけ

注意 していても風邪がうつつて しまう事はある。大切なのは長引

かせたり、こじらせたりしないこと。そのコツを紹介 します。

風邪をひいてしまったら、ウイルスと戦うのは子ども自身。日ごろから
健康的な生活を送つて体力がついていれば、ウイルスと戦う免疫力も
アツプ。寒くても天気のいい日は外で遊んで体を動かそう。

第4条
水分と栄養補

給をしつかり

と

熱が出たらこ

まめに着替え

見た目はただの鼻水だけでも、子どもの体内ではウイルスとの壮絶な戦
いが…。症状の軽いうちから体を休めるようにすれば回復が早い。

家の中で過ごす時は、子どもが行き来する部屋の温度を一定に保つのが
ポイント。冬場の室温は18度～20度位が目安。また、空気が乾燥すると
のどや鼻の炎症に良くありません。部屋に湿つたタオルや洗濯物程干す
だけでもOK。 湿度の目安は50～60%。子どものいる部屋でのタバコは

絶対だめ //

熱や0日吐、下痢の症状があるときは、脱水症状を防ぐため、こまめに水
分補給た。麦茶やイオン飲料がお勧め。食べ物はお腹の調子が良くない

時は、野菜スープやマッシュポテト、おかゆなど消化に良い物を。下痢
などがなくても、揚げ物やスナック菓子は避けたほうがベター。

お風呂は意外と体力を消耗するので、熱力わ る時は入ら
ばしヽ 汗をかいた時は、こまめに下着やシャツを取替え、
体を拭いてあげよう。熱がなく気分がよければ、入浴し

体を清潔に。

一、

よく食べ

第 1条 よく遊び

よく眠る

第2条琶鼎5な萬
も

じう″な
。
ιlた″//J5ケ条

第3条
温度と湿度の

管理

第5条

画像診断部
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番茶 ・熱いレモンテイー ・葛

湯 ・か ゆ ・ス ープ ・バ ンが ゆ

などが、かぜをひいた時には

おすすめ。発汗を促 し失われ

た水分を補給 します。また、

痰を切る効果もあります。

湖則Iι;1餌と休憩を〃

熱が高くてほてる時
には、冷たい果汁 な

どを少しずつとるのも

効果的。発熱 で失わ

れたビタミンを補給し
ます。

かぜの時は、下痢や嘔吐を起こし

やすくなつています。

食事は無理に摂るより、食べたい

ものを食べたいときにとるように

しましよう。

管理栄養士 杉原 子恵

子どもの頃、 「かぜの神様はお膳 (テーブル)の 下に隠れている。ご飯を

たくさん食べたらかぜが逃げていく。Jと 教わつたことはありませんか?こ

れは、かぜに食事が大きく関係していることを表しているのだと思います。

かぜの予防と治療には、何と言つても、 「休養 ・睡眠 ・保温 ・食事」が大切。この

ベージではかぜの予防と治療に効き目のある食事をご紹介します。 ヽ

口 ヽ|

t:“
暉ヽ

.:'

ヽ

寝不足 ・過労 ・栄養不足 ・生活リズムの乱れがス トレスとなって、気がつい

た時には ・・・「ハ、ハ、ハークション ノノ」。食事 ・睡眠 ・仕事といつた毎

日の生活リズムを、なるべく規則正しく守ることが、かぜの予防につながりま

す。また貧血のある人や生理中の女性は、風邪をひきやすいので注意。

"|ど
のひき始のこ5S酒を飲ん 3体む

″
などの習慣は、なかなか的を得た方法。

材料 (1人分)

絹こし豆腐  1/6T

卵     半分

海老はたは鶏肉)一 口大2切れ

生しいたけ  小l枚

みつば    少々

塩     少々

だし汁    カップ]/2

※食欲があれば うとん 1/3

玉を入れてもよい

0だ し汁に塩を入れ とき卵を
混ぜて こします。

冬

②器に具を入れ ①を注きます。 ③湯気の立った蒸し器に0を
入れます。強火て約2分 後
は弱人で回まるまで蒸しま魂

5

t〔 ||



担当 =正信会 嬢 塀

―
裁  夕多翼 夢デ

患者・家族の皆様、地域の皆様、こんにちは!シリーズ③の担当は言語聴覚士
の竹野美恵子です。よろしくお願いします!!

さて、前回のシリーズ②では「食べ物をどのように飲み込むのか、また、どんな

時にムセたり誤畷したりするのか」について述べました。

今回はムセや誤嚇を防ぐのに有効といわれている「鳴下体操」をご紹介しま

す。「年をとつて飲み込みにくくなつた。」「最近ムセが多くなつた。」と感じている

方には特にお勧めします。簡単な体操ですから、お食事前に是非お試しあれ!!

①深呼吸
ゆつくり鼻から息を吸い込んで、□からゆつくり吐きます。
吐くときは□を少しすぼめて、ロウソクの火を吹き消すようにしましよう。

②体の運動
体を左右に倒します。

③肩の運動
肩を上下に動かします。

④首の運動
首を前後、左右に動かします。

⑤頬の運動
頬を膨らませたり、へこませたりします。

彫らませる   へこませる

6



⑥□の運動
□を大きく開けたり、閉じたりします。

⑦唇の運動

唇を尖がらせたり、横に引いたりします。

③ 舌の運動

舌を前後、左右、上下に動かします。

◎発音  
出す

「ぱばぱばば」「たたたたた」「かかかかか」「ららららら」と発音します。

⑩深呼吸

はじめに行つた深呼吸を行います。

以上でおしまいです。同じ動作をゆっくりと数回繰り返してくださいね。

全体で5分程で終わると思います。毎食前に行うのが理想ですが、1日

に1回だけでも続けてみてください。

次回は、「食べる時に気をつけること」について、看護師からお伝えす
る予定です。どうぞお楽しみに。

めιτflJJ胸励サ朽」酬旨粥の
'

ご自分で「ぱ」「た」「か」「ら」と発音してみてください。□のどこが動いている
でしようか?「ぱJ唇、「た」舌の前の方、「か」舌の奥の方、「ら」舌の先、その他に
喉ちんこ(軟□蓋)も動いているでしよう?
ですから、「ぱ」「た」「か」「ら」と発音することで、咄下に関係する部位の細か

な運動を行つていることになります。

◎

¨

上唇をなめる  下唇をなめる

＊■イ
・

一
・一
″

一つ
■

、

●
Ｉ藤

≪引用した本≫

「囁下障害ナーシング」

碑二ti絲蝠lT躙]
7

鎌倉やよい編著 医学書院

藤島一部著   医歯薬出版

鵡 こ1鍮

□を開ける

ひつこめる



どんな

正信会 水戸病院

医師 大川 義照

今年は、新潟中越地震や、台風

襲来が241固もあつたりで、大変

な天災の年でありました。一方で

は、今年開催されましたアテネ

夏季オリンピック大会では日本

女子選手のびっくりするようなメ

ダルラッシュでありました。

まず、開催初期からは女子柔道

のメダルラッシュ、次いで女子レ

スリング、女子水泳選手の活躍、

そして終わりは女子マラソン金

メダル優勝で感激のアテネオリ

ンピックは終了しました。

そして、今年度の女性のハイラ

イトは、新五千円札の肖像画に

女性が初めて採用されたことで

す。『樋□―葉』先生という明治

時代の女性小説家でありました

が、24才 という若さで死去され

ました。

樋□先生は東京生まれ。本名

奈津。小学校高等科四年を主席

で卒業後、歌塾「萩の舎」に入門
して古典の教養を積まれました。
20才 のとき作家を志し、大衆小

説家半井桃水先生に師事されま

した。17才 の時に父親が病死

8

～その①～

し、一葉先生は一家を支えなくて

はならなくなり、生活は行き詰ま

り、東京下谷の竜泉寺町で子供

相手の駄菓子、おもちやの商店

を開きましたが、商売は失敗に

終わりました。しかし、その店の

周辺の風景や風俗が「たけくら
べ」を生み出す貴重な題材とな

りました。

代表的作品として「闇桜J、「ゆく

雲」、「にごりえ」、「十三夜」を発

表、なかでも、「にごりえ」、「たけ

くらべ」は評論家の激賞をうけま

した。

～“たけくらべ"の中の一節～

瑯 霜の転 水他の″グ″を僣

デ″の外よりさιスれどきιξ

あ以話の仕業と知る表 力
｀
ゲκ

と 美登禾1」1まイ可故とな
｀
く懐力

'ι
き

層ι
'だ

ζどι′初の一齢ざしたらそ

れ〔淋じく清き姿をめ召プタ ・・。



<4病 棟・誕生会>
～2004年 10月 21日  4病 棟ロビー～

患者さまと職員が紅自の2チ ームに分かれ、

玉入れ、綿菓子取り競争、物まわし競争などをし

て盛り上/Dり`ました。

く2病棟・敬老会>
～2004年 9月 18日 3階 食堂～

スタッフによる踊りやカラオケ大会を催

し、一緒に盛り上がりました。

今回は90歳 以上の患者さまが7名も

おり、楽しいひと時を過ごしました。

<ふ れあい祭り>
～2004年 11月14日 須恵第3小学校～

須恵第3小 学校で行われましたふれあい祭りに

当院も参加させて頂き、多くの方々にご来場しても
らいました。

出店内容は昨年と同様の健康チェック、体カテ
ストを行しヽ どちらとも大盛況でした。

祭りこお越し下さつた地域の皆さま、また

祭り関係者の方々には多大なご協力を頂
き 紙面を借りて御ネし申し上げます。

体カテスト
f『

応時間

健康チエツクШ糖検査

健康チェック:BMI測定

a'JJ' / r l$ 'E-L



9月 21日 ～ 12月 20日 に入つた新人の皆さんです。

どうぞよろしくお願いします。

Phoio 名 前 ①所属 ②職種 趣 味 ひ とこと

おか

岡 みゆき
①老健3階

②准看護師
犬の散歩 まだまだ慣れないですが、これからも

どうぞよろしくお願いします。

はやかわ

早リ
”
努

①4病棟
②准看護師

・料理

作る事 く 食べる事

気は優しく、力持ちと呼ばれるよう、

努力したいと思つています。

よろしくお願いします。

かわばた  ま や

川端 麻矢
①リハビリ(PT室)
②理学療法士

・スキューバダイビング 早く仕事に慣れ、元気の出るリハビリ

ができるよう、頑張つていきたいと思
います。

うしじま  あ け み

牛島 明美
①l病棟
②准看護師

・音楽鑑賞
・温泉巡り

入職前の2年位前はデイサービスtll

務で、病棟勤務は久しぶりです。忘れ

ている事も多いと思いますが、一生懸

命がんばりますのでよろしくお願いしま

す。

当野球部は部員数 19名 で活動しており、日々練習に励んでいます。

昨年より部員数も多くなり、当野球部はより活気付いてきており、また

実力を試すため交流試合も行つています。

そこで、活動の場を広げていくためにも地域の方々との交流試合も

受け付けております。勝敗問わず楽しむことができる野球をしていきたいので

我こそはというチームがありましたら、ぜひご連絡下さい。

Po5い合わせ先 :辻川

昨年11月 に泰平病院と誠合にて撮影



女艦の喫煙|まこん机鼎翻リ
日本での20歳 代の女性の喫煙率は男性と比べて増加しています。この年齢は、結婚して妊lFIす

る時期にあたりますので、赤ちゃんへのタバコの影響がlL配されます。親の身勝手でタバコを吸い

続けていると、次の時代を担う赤ちやんが大きなハンデを背負うことになります。

もし、妊婦がタバコを吸つていると、
●｀どんな事があるかご存知ですか??

1 喫煙によつて早産や流産、破水異

常、周産期死亡などいろいう妊娠・出

産異常が起こりやすくなります。

また、喫煙量に比例して低体重児(2,500g未満)
が生まれやすくなつたり、生まれた赤ちやんの先

天性奇形、発育・発達の遅れなど悪影響も見られ

ます。

≪ω 他のだ嘉雹ご≫

妊娠や出産に悪影響を及ぼすだけでなく、生理

不順や不妊症との関係もl旨摘されています。その

ほか、タバコを吸うとビタミンCが 破壊されたり、

血液の流れが悪くなるため、肌の衰えやシワ、シミ

の原因となります。

タバコは美肌の大敵です。

伽 →璃膚′1翻→師 子リ

赤ちやんにとつて、良い環境を整え

る為に、また健康に育つていく為にも

タバコの煙ではなく、お父さんとお母

さんが温かく包んであげましよう。

,著 文献:改II罰張「明日から夕′ヽコをやめられるJ

→昔歩』申美保→艦議顔府ψ
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か妙な感じがし

正信会水戸病院 2病 棟  祖父の名前σ

しいもり かずや  す。し1まらくして

飯森 禾□也  いるMさんと「
本県出身者の|

ξ M、 「驚 衝 毅 暮燿 親 寵宅電e長

し

rg覆 驚 元mに 写真を見せると本人に 李
りした飯森です。                  間違いないとの事でした。            ↓
私は、子どもの頃、おじいちやん子で家も近かつたの

で毎日のように泊まりに行つていました。その時、話して

くれる昔の話が大好きで中でも一番好きだつたのが戦

時中の話でした。

海軍として戦争に参加していた祖父は、乗つていた船
が撃沈し何時間も油の浮いた海を漂つていたそうです。

海上での祖父の体験は、恐ろしい事なのに生きる希望
か感じられイ可回聞いても聞き飽きる事はなかつたです。
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プ鶴藝があり生存者と戦死者の名前が刻んで

ある。と間いたことがあったので佐世保
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吉松 秀則 吉松 秀貝J 川崎 逸朗

川崎 逸朗

専門夕ヽ来
口Aとり,シ]′科]

大川 義照

〔消化器内科〕

本田 邦臣

川崎 逸朗

[呼吸器内科]

富安 幸博

[神経内科]

金 青玉

[神経内科]

三好 克枝

専F号タトJR
いヽビ)テシ],科]

大川 義照

い●ピ,テうJ,科]

中野 光之

ロムと,テ,J)科]

大川 義照

口ヽ と,テう,シ科]

中野 光之

休診 (内科医師

1700以降
当院医師または大学医師による交替制

1外来診庫は平■ ||1迄 土曜日は170:迄 但し急=ま この限りではありません`|

■正信会水戸病院 TEK09の9353755/FAX092935 6626
〒3112298福 岡県粕屋郡須恵町大字旅石115-483

:,「 ■|′,:|■十",イだ=●●j■  ■■1′″′:irll′、―,ル
`,″

′=
診療科国 内科、小児科、,肖化器科、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 (一般病棟26床、療養病棟82床、介護保険病棟55床)
診療時間 月～金 9100～ 19:00/± 9:00～ 1フ:00

日曜 祝祭日休診 (急患の方はこの限りではありません)

指定施設 病院機能評価認定病院 (複合病院種別A一 般 長期療養)
政府管掌健康保険生活習慣病予防健診実施医療機関、臨床研修協力施設

=● ・

遂

介護老人保健施設

■ニューライフ須恵

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

居宅介護支援事業所

■ケアワイド21
TEL(092)957-33211FAX(092)957-3322

訪間看護事業所

■あすなろ訪問看護ステーション
TEL(092)936-9653′FA×(092)936-9655

訪間介護事業所

■あすなろヘルパーステーション
TEL(092)936-9653

■須恵町在宅介護支援センター

TEL(092)937-0255

新年あけましておめでとうございます。

それぞれの新年をさまざまな周いで過ごされたことと思います。

新しい年を迎え、新たな気持ちでよリー層、身近に感じられる広報

誌の発行に努めてまいりたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

広報企画委員会  楠智力□子 (所属:1病棟)

浴

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

(注)「 水戸病院だより」こ掲載しております患者さまの顔写真等につきましては、御本人・御家族さまの了解を得ておtlます。


