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医療法人社団正信会 理念
◆一人ひとりの人権を尊重し、知識・技術の向上をめざして
　研鑚致します。

◆優れた医療と豊かな福祉社会の実現に努めます。

◆地域の人々に信頼され、開かれた施設づくりに励みます。
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表紙撮影／内田義春氏（新原400年祭 平成30年:糟屋郡須恵町）



2

糖尿病と合併症

医局
レポート

DOCTOR
REPORT

正信会水戸病院
医師

猪野 祥史　

　糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンという血糖値を下げるホルモンの作用が低下して、血糖値が高くなる病
気です。糖尿病は血糖が極端に高くならない限り、普段はそれ程、症状が出ないのですが、そのまま放置していると
自覚症状のないままに合併症が進行して、症状が出た時には、すでに合併症が高度に進行し、日常生活に支障がき
たす状態となったり、場合によっては緊急に生命にかかわる状態になったりする場合があるので注意が必要です。
　ところで、歴史の記録上に残っている、日本人で最初の糖尿病患者は、「この世をば わが世とぞ思ふ望月の欠け
たることも なしと思へば」を詠んだ、平安貴族の頂点、関白として栄華を極めた藤原道長（966-1027 年）と言われ
ています。
　摂政の地位についた頃から、「日夜を問わず水を飲み、口は乾いて力無し、但し
食が減ぜず」（小右記）と喉が渇いて水分を多くとっていたと記載があります。「四
条流包丁術」の四条家に残る記録では、平安時代の貴族は相当に完成された美
食を楽しんでいたそうです。当時、糖尿病は飲水病とも呼ばれ、平安時代の貴族に
飲水病が多かったと伝えられています。　
　「御堂関白記」には、道長は、51 歳で発病し、その後、眼病を併発。「二、三尺相去る人の顔も見えず」と記載があ
り、1ｍ弱ほど離れた人の顔が見えず、糖尿病性網膜症ないし糖尿病による白内障の悪化が疑われます。最後は、背
中に大きなおできを併発し、感染症を併発し、敗血症（疑い）で 62 歳で死去されたそうです（糖尿病は感染症にな
りやすく悪化しやすい）。また、道長のおじ伊尹（これだれ。49 歳で死去）、長兄道隆、甥の伊周（これちか）も飲水病
で亡くなっており、濃厚な糖尿病の家族歴もありました。藤原道長が日本最初の記録上の糖尿病患者ということで、
以前、日本で世界糖尿病学会が行われた際の記念切手に、藤原道長が載っており、その右下には、六角形のインス
リンの結晶が描かれています。
　血糖値が高い状態が続くと、細小血管障害といわれ、細い血管が障害をうけて、糖尿病特有の３大合併症が起き
ます。神経障害（足の指先がしびれたり、ピリピリしたり、足がつったりします）、目の症状、網膜症（眼科を受診して、
眼底をみてもらわないとわからず、症状がかなり進行しないと症状が出ないため注意が必要です）、腎症（尿に蛋白
が出てくるので尿検査をしないと分かりませんし、むくみやだるさ、尿が出ないなどの症状はかなり腎機能が悪化し
ないと出てきません）が、一般的には「し」→「め」→「じ」の順番に、大体、神経障害が 5 年以内、網膜障害が 10 年
以内、腎障害が 15 年以内に起きてきます。
　また、動脈硬化症は、糖尿病でなくても高血圧、脂質異常症、
喫煙、肥満の人におこります（糖尿病特有の合併症ではありませ
ん）が、糖尿病ではより起こりやすくなるため動脈硬化症が進ん
だことによる合併症、「え」「の」「き」（壊疽えそ、脳梗塞のうこう
そく、狭心症・心筋梗塞きょうしんしょう・しんきんこうそく）が
生じる危険性が高くなります。「えのき」の合併症は、命に直結す
る合併症であり、緊急入院、治療を要します。また、他の合併症と
して、認知症、がん、歯周病、肺炎などの感染症もあり、これらす
べてが糖尿病と関連してきます。よって、合併症を起こさないよう
に、また、生じた合併症を進行させないように、十分な血糖コント
ロール及び、定期的な合併症の検査が大切となります。

PICK
UP!
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部署紹介
介護ショップよりそい(以下「よりそい」)は、水戸病院の敷地内にあり、
黄色の建物の託児所横に事務所があります。よりそいの事業内容とし
ては、主に在宅生活で環境を整えるために、介護保険でベッドや車いす
などのレンタルを行っています。また、商品自体の在庫は置いていませ
んが、介護に関係する商品も取り扱っています。

　福祉用具とは要介護者と要支援者の方が、在宅で
安心した暮らしを送ることができ、介護者の負担が軽
減されるために利用する用具のことです。介護保険を
申請されている方は、要介護の区分にもよりますが、
車椅子やベッドをご自宅でレンタルすることができま
す。ご本人様の自立支援や、介護者の方の介護の負担
軽減を目標に頑張っています。

　私ども、福祉用具専門相談員が水戸病院
やニューライフ須恵のリハビリスタッフと連
携して、確かな福祉用具を提供していきま
す。在宅生活でお困りごとがあれば「よりそ
い」に是非お立ち寄りご相談ください。

介護ショップ よりそい

福祉用具とは? ご利用の流れ

住所 糟屋郡須恵町旅石115-482
(水戸病院駐車場敷地内)

電話 092-957-7294

受付時間8:30～17:00 （日祝休み）

利用者様一人ひとりに合わせた最適な福祉用具をご紹介
します。一言で福祉用具といっても、その種類はたくさん
あり、機能や使い勝手、重さや価格など一つとして同じも
のはありません。直接お会いし、利用者様に合った用具・ 
用品のご提案をいたします。

ご本人さま、またはご家族の方が病気
やケガなどで福祉用具・介護用品を必
要となった場合、ご相談ください。病院
やケアマネージャーと連携しながらサ
ポートさせていただきます。

福祉用具・介護用品を使い始めてから、
実際に生活がどのように変わったかな
ど、ケアプランに沿った定期的な訪問
をします。もし、ご不便を感じるように
なったり、他の用具をご希望がありまし
たらご遠慮なくお申し付けください。

身体状況や福祉用具の使用環境であ
るか、専門の相談員が調査いたします。

専門相談員がご自宅までお届けし、責
任を持って設置・調整いたします。

小さな商品でもお気軽にご相談ください。 
納品後も定期的なメンテナンスを通じて、
末永くサポートさせていただきます。

①相談

②ご訪問

④メンテナンス

③納品
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院内行事・イベント

第
9
回
S
Q
M
大
会
報
告

Report1

●開催日 令和元年6月23日(日) アザレアホール須恵
●テーマ チームワークで問題解決 ～業務に活かそう、改善で作った価値ある標準化～

　今年で9回目となるSQM発表会を開催しました。SQMとは「それぞれの部署
がグループで職員自身が現場主導の考え方により、患者様、利用者様中心の医
療・看護・介護の質、サービスの向上を図る仕組みを作る」ことを目的とした活動
です。8つのQCサークルがQC活動の取り組みの成果をスライド形式で発表し
ました。

　課題に対するQC手法のアドバイスや質
問など、積極的な意見交換がありました。こ
れからもQC活動を通じて、患者様やご家族
様、そして職場環境も含め、法人全体でサー
ビスの向上を目指して参りたいと思います。

テーマ
楽らくPhone ～電話の取り次ぎをスムーズに～

相談件数を増やそう

業務のスリム化

患者ケアの充実に向けて
～ワークシート改善による情報共有～

記録時間の確保 ～私たちの働き方改革～

不適切ケアを無くそう ～あ!!これも虐待?!～

いつ来てもこれさえあれば大丈夫
～勤務体系が特異な部署の情報共有～

改修工事中の環境変化への対応
～変わらぬリハビリ提供を目指して～

もしもし、うさぎとかめ

RR7

100年たっても大丈夫

虐待防止特捜部

ヨッシーズ

ワークマンプラス

まんぷく21

PRETZ

【病院】外来、事務

【老健】リハビリ

【施設】コンフォート須恵

【通所】デイサービス

【老健】2階

【病院】1病棟

【居宅】ケアワイド21

【病院】健診センター

サークル名 部署
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趣味やサークル活動

健康コラム
社会交流で認知症リスクを減らそう!

　日頃から人付き合いの頻度が少ない高齢者
は、そうでない人より認知症や要介護になるリ
スクが高くなるという研究結果があります。
　高齢になると、どうしても人との交流が少な
くなります。特に男性は、定年退職を機に引き
こもりがち。40歳代から定年後を見据えた仲
間作りを意識しましょう。
　困った時に助け合える人間関係を作ってお
くと心強いです。

　認知症は高血圧症や糖尿病などとも深い
関わりがあり、生活習慣病といっても過言では
ありません。現役世代からの生活習慣の積み
重ねが、認知症の発症に大きな影響も及ぼす
リスクもあります。
　健やかな老後のため、今からはじめられる
予防法をご紹介します。

孤独は認知症や要介護の原因に

　多くの病気にもいえますが、認知症でも早期発見が大切
です。認知症の原因疾患を根本的に治す方法は現在のと
ころありません。しかし、認知症に至る前段階で気付いたり、
すでに認知症に発展してしまっていても、早い段階で気付
いたりすれば、病状の進行を遅らせることが可能です。
　少しでも気になる症状が見られたら、専門医への受診を
おすすめします。

　趣味やスポーツのサークル、町内会や自治会、ボランティ
ア活動などで、積極的に社会参加をし、人との会話を楽し
みましょう。また、脳を若く保ためには、日々の暮らしの中で
脳を活性化させることが大切です。
　いろいろなことに好奇心を持つ、旅行に行く、おしゃれを
するなど、活動的な生活を送って、脳をサビさせないように
しましょう。落語や漫才などで笑うことも、脳に良い刺激を
与えます。

以下の症状があったら認知症に
なりかけかチェックしてみましょう。

□ 忘れっぽくなってきた
□ 今までできたことが、うまくできなくなった
□ 趣味に興味を示さなくなった
□ 暴力を振うようになった
□ 同じ話を繰り返すようになった
□ 他の人には見えないものが見えることがある。
　 (特に夜間)

人との会話を楽しみ、活動的に

適度な運動
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暮らしに役立つ医療情報

救急車が必要なのは、どんなとき?
～どんな時に呼べばいいの?～

緊急性の高い病気やケガと判断したら、迷わず「119番」に通報しましょう。

　突然の重い病気やケガをした人など急病人が出た場合、どの程度だったら
救急車を呼べるのか判断が難しいときがあります。救急は、応急手当を行い
適切な医療機関に搬送するのが救急隊の役目です。緊急性が高いと判断し
たときは、迷わず救急車を要請してください。一方で、救急車や救急隊員の
数は限られていますので、症状の軽い方が安易な救急要請をすることは望
ましくありません。救急車を適切に利用するためのポイントを紹介します。

　救急車を呼ぶ際、自動車事故などは緊急性が高
いですが、日常生活ではどの程度の状態であった
ら、119番をしていいかの判断が難しい時があると
思います。例えば「39°C近い高熱だけど」や「119
番に電話するのにためらう」などありますが、大人
や子ども、高齢者で症状によっては、必要とする場
合があります。
　大人ではいつもと違う状態で、意識障害やけい
れんなど。子どもの場合、お母さんやお父さんから
見て、いつもと様子がおかしいことなどが1つの判
断となります。なお、高齢者は自覚症状が出にくい
場合もあるため、注意が必要です。

　救急車の出動件数は、年々増加傾向で、緊急性の必要のない119番要請
が増加しており、生命に危険のある傷病者のもとへ、救急車がすぐに向かえ
ない事案もあります。119番をする際は、上記を参考に救急要請をお願い
します。

参考:消防庁(救急車利用リーフレット)
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　毎年多くの災害が発生しています。2011年の東日本大震災以
降から振り返っても、2014年は8月豪雨と広島土砂災害、2016
年熊本地震、2017年の九州北部豪雨と翌年2018年の西日本豪
雨災害と風水害が発生しています。
　災害の様相はさまざまですが、そこから得られる事象や教訓は
共通することも少なくありません。 日頃からの備えをして、「いざっ!」というときに大きく左右します。
　大規模災害の発生時には、地域住民や個人自身が「自分の命は自分で守る」ことに徹しなければなり
ません。平時から身近でできる防災対策は何があるか。「備えあれば患いなし」というが、危機感は常に
持っておけば、もしもの時に遭っても比較的落ち着いて行動することができます。

　災害や備えに対して「知る事」で即時対応力が大幅に
上がります。
　「分からない」よりも「できるかもしれない」が被災時で
の状況判断で結果に著しく効果が期待されます。

　ママにもわかりやすい防災をお伝えします。子どものいのちを
守るために、何ができるか、気になっていることを一緒に話してい
きましょう。
□ホントは色々防災グッズを準備したいなと思っている
□そろえるのが面倒
□防災リュックの中身って何を入れたらいいの
□防災ポーチからなら作れそう
□普段にも役立つなら作ってみてもいいかな

　普段の外出時にカバンなどに入れて持ち歩けるサイズの
防災グッズセットのことです。
　「防災リュック」を家に備えておくということを、よく耳にす
ると思いますが、必ずしも家の中で被災するとは限りません。
　もし出先で被災した場合、手元に何があれば焦らずに済む
か、リストアップしてみるのはいかがでしょうか。
　案外、女性の場合、防災グッズと意識していなくても、日常
的にカバンの中に役立つものが入っていることもあるのでは
ないでしょうか。少し見直すだけで、“もしも”の時に焦らずに
済む“お守り”になります。

ちょっと教えて

普段にも役立つ“防災ポーチ”

何が起こるか分からないから備えです。
 家族間で、非常時の避難場所や
情報共有など確かめ合うことで、災害に
対する“意識”が大きく変わります。

防災ポーチとは

講座のお知らせ

家族の人数分作ってみました。
その方に必要な常備薬などあると安心できます。

<お問い合わせ先> mail oyakoasobikariyusi@gmail.com

日　時 2019年11月15日(金)
　　　 11:10～12:30
場　所 サンレイクかすや和室
対　象 ママ・お子さん、赤ちゃんなど
　　　 子連れ大歓迎
受講料 1,000円(防災ポーチ付き)

当法人職員の防災ポーチの中身です。
家族写真や電話番号のメモなども入っています。

備災グッズの例

ニコニコかすやプロジェクト主催
ぼうさいかすやカフェ2019のご案内

ひとつでも当てはまる
方、はじめの一歩を一緒
に防災ポーチづくりか
ら始めませんか
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　本年8月より介護療養型医療施設を、平成30年度介護保険法のもと新設された「介護医療院」を開設いたしま
した。 既存の地域包括ケア病棟、医療療養病棟、障害者病棟と併設することとなります。
　今回の介護医療院への転換により、従来の介護療養型病床にない「個人の様々な住まいスタイルを医療が支 
える新たな介護施設」として、ご利用者様が望む生活スタイルや、利用者様の尊厳の保持、自立支援の強化を図
り、社会とのつながる多機能連携の交流施設としての役割も担っております。
　療養環境の充実で、プライバシーを尊重し、これまて通りの医療ニーズの高い
利用者様、看取りやターミナル期の利用者様にもご利用していたたぎ、安心して
治療・療養生活に専念して頂く環境をご提供いたします。
　寝たきりの高齢者も長期に入所できますが、リハビリもできますので、リハビリ
をして、家に帰る方も受け入れることができます。ただし、介護保険で要介護認
定がある方しか入れませんので、若い方や、要支援の方は入れません。

　令和元年6月1日付けで小児科に着任しました。 
月、火、木、金の外来、予防接種を担当します。
長年にわたって藤原先生が築き上げられた、地域に根ざした小児医療を
お手本に頑張りますのでよろしくお願い致します。

<外来診療担当のご案内>
月曜日...午後　火曜日...午前は藤原先生と隔週交代
木曜日...午後　金曜日...午前は藤原先生と隔週交代

医師の紹介
小児科医 因 てい子 医師

いん
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＜外来診療担当のご案内＞ 

月曜日…午後 

火曜日…午前は藤原先生と隔週交代 

令和元年６月１日付けで小児科に着任しました。 

月、火、木、金の外来、予防接種を担当します。 

長年にわたって藤原先生が築き上げられた、地域に根ざした 

小児医療をお手本に頑張りますのでよろしくお願い致します。 

2019.8.14更新 

小児科医 

木曜日…午後 

金曜日…午前は藤原先生と隔週交代 

水戸病院 介護医療院を 

令和元年８月１日に開設しました。 

 本年８月より介護療養型医療施設を、平成30年度介護保険法のもと新設された「介護医療院」を開設いたしました。 

既存の地域包括ケア病棟、医療療養病棟、障害者病棟と併設することとなります。 

 今回の介護医療院への転換により、従来の介護療養型病床にない「個人の様々な住まいスタイルを医療か支゙ える新

たな介護施設」として、こ利゙用者様か望゙む生活スタイルや、利用者様の尊厳の保持、自立支援の強化 を図り、社会との

つなかる゙多機能連携の交流施設としての役割も担っております。 

 療養環境の充実て、゙プライバシーを尊重し、これまて通゙りの医療ニースの゙高い利用者様、看取りやターミナル期の 利用

者様にもこ利゙用していたたぎ、安心して治療・療養生活に専念して頂く環境をこ提゙供いたします。 

 寝たきりの高齢者も長期に入所できますが、リハビリもできますので、リハビリをして、家に帰る方

も受け入れることができます。ただし、介護保険で要介護認定がある方しか入れませんので、若

い方や、要支援の方は入れません。 

2019.8.15更新 

要介護の高齢患者（利用者）に対して、医療・介護を提供するだけでなく、生活の場を提供する。  

医師が配置されているため喀痰吸引や経管栄養など医療ニーズの高い要介護者の方にも対応できます。また、

人生の最終段階におけるケア（看取り）を支える役割も担っています。  

名称のとおり、介護だけでなく必要に応じた医療も受けられます。 

また、生活の場であるため、パーテーションや家具で仕切られ、

４人部屋でもプライバシーが守られた中でお過ごし頂けます。 

まだ耳慣れない介護医療院ですが、病院の中にある在宅施設です。医療・介護・リハビリなどのスタッフが、これ

までの生活に配慮した“かかわり”を大切にして療養生活を送って頂けるように取り組んでまいります。 

医療管理や長期の療養が必要とする方を対象に、看護や介護、

リハビリなどの必要な要介護（要介護１～５）の高齢者となります。 

ほかの介護保険施設と比べ、

医療・介護の必要度の高い方が対象となります。 
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＜外来診療担当のご案内＞ 

月曜日…午後 

火曜日…午前は藤原先生と隔週交代 

令和元年６月１日付けで小児科に着任しました。 

月、火、木、金の外来、予防接種を担当します。 

長年にわたって藤原先生が築き上げられた、地域に根ざした 

小児医療をお手本に頑張りますのでよろしくお願い致します。 

2019.8.14更新 

小児科医 

木曜日…午後 

金曜日…午前は藤原先生と隔週交代 

水戸病院 介護医療院を 

令和元年８月１日に開設しました。 

 本年８月より介護療養型医療施設を、平成30年度介護保険法のもと新設された「介護医療院」を開設いたしました。 

既存の地域包括ケア病棟、医療療養病棟、障害者病棟と併設することとなります。 

 今回の介護医療院への転換により、従来の介護療養型病床にない「個人の様々な住まいスタイルを医療か支゙ える新

たな介護施設」として、こ利゙用者様か望゙む生活スタイルや、利用者様の尊厳の保持、自立支援の強化 を図り、社会との

つなかる゙多機能連携の交流施設としての役割も担っております。 

 療養環境の充実て、゙プライバシーを尊重し、これまて通゙りの医療ニースの゙高い利用者様、看取りやターミナル期の 利用

者様にもこ利゙用していたたぎ、安心して治療・療養生活に専念して頂く環境をこ提゙供いたします。 

 寝たきりの高齢者も長期に入所できますが、リハビリもできますので、リハビリをして、家に帰る方

も受け入れることができます。ただし、介護保険で要介護認定がある方しか入れませんので、若

い方や、要支援の方は入れません。 

2019.8.15更新 

要介護の高齢患者（利用者）に対して、医療・介護を提供するだけでなく、生活の場を提供する。  

医師が配置されているため喀痰吸引や経管栄養など医療ニーズの高い要介護者の方にも対応できます。また、

人生の最終段階におけるケア（看取り）を支える役割も担っています。  

名称のとおり、介護だけでなく必要に応じた医療も受けられます。 

また、生活の場であるため、パーテーションや家具で仕切られ、

４人部屋でもプライバシーが守られた中でお過ごし頂けます。 

まだ耳慣れない介護医療院ですが、病院の中にある在宅施設です。医療・介護・リハビリなどのスタッフが、これ

までの生活に配慮した“かかわり”を大切にして療養生活を送って頂けるように取り組んでまいります。 

医療管理や長期の療養が必要とする方を対象に、看護や介護、

リハビリなどの必要な要介護（要介護１～５）の高齢者となります。 

ほかの介護保険施設と比べ、

医療・介護の必要度の高い方が対象となります。 

水戸病院 介護医療院を
令和元年8月1日に開設しました。

介護医療院の特徴

サービスの内容

　要介護の高齢患者(利用者)に対して、医療・介護を提供するだけでなく、生活の場を提供する。
医師が配置されているため喀痰吸引や経管栄養など医療ニーズの高い要介護者の方にも対応で
きます。また、人生の最終段階におけるケア(看取り)を支える役割も担っています。

　名称のとおり、介護だけでなく必要に応じた医療も受
けられます。また、生活の場であるため、パーテーション
や家具で仕切られ、4人部屋でもプライバシーが守られ
た中でお過ごし頂けます。

　まだ耳慣れない介護医療院ですが、病院の中にある在宅施設です。医療・介護・リハビリなどのスタッフが、
これまでの生活に配慮した“かかわり”を大切にして療養生活を送って頂けるように取り組んでまいります。

入所対象
　医療管理や長期の療養が必要とする方を対象に、看
護や介護、リハビリなどの必要な要介護(要介護1～5)
の高齢者となります。ほかの介護保険施設と比べ、医療・
介護の必要度の高い方が対象となります。
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スタッフ
紹介バトンタッチ放談

水戸病院・グループ施設で活躍しているスタッフからのメッセージをご紹介します！
bato

ntou
ch!

　病院で臨床検査技師をしています。普段院内にこもって仕事をしていることもあり、
休みくらいは外へ出たいと思い、キャンプを始めました。
　まだ子供が小さいころは、車で親子3人海・山・川といろんな所へ出かけていました。それなりに充実してはいましたが、夏休みや連
休などは中々予約が取れず、キャンプ場に着いてもテントの設営と食事の準備に時間がかかり、早朝は虫に刺されながらテントと寝
袋の片付けに一苦労。毎回クタクタで帰路に着くといった荒 し々いキャンプをしていました。
　もっと時間を気にせずゆっくり気軽にキャンプを楽しめる方法は無いか・・・ありました!キャンピングカーです。それからはRVショー
や展示会に足繁く通い難関の妻(大蔵省)を説得、やっと通勤でも使えそうなプチキャンピングカーを購入することが出来ました。
　契約して車が来るまでに1年近くを要し、結局思い立ってから3～4年かかってしまいました。その頃に
は子供も就職が決まり家を離れ、妻も実はアウトドア派では無い(ガ～ン)と言われ、今は私1人で寂しく
(気楽に)出かけています。自分も今年職場を変わったばかりで、楽しくゆっくりキャンプしようと言った気
分にもなれず、結局家でごろごろと休日を過ごしています。
　それでもいつかは、キャンピングカーで妻と子供(できれば未来の孫)と一緒にゆっくりと名所を観光し
美味しい物を食べ、温泉地やキャンプ場に泊まりながら日本一周するのが夢ですが、現実はまだまだ先の
話のようです。

水戸病院 臨床検査課

臨床検査技師 臼井  正則

インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ
令和元年10月1日より接種を開始しております。
●実施内容
•小学生～大人～高齢者・・・内科にて接種　※小学生～中学生までの方は保護者同伴、母子手帳持参
•6ヶ月～未就学児・・・小児科にて接種（最大20名まで） ※母子手帳持参
内科　月～土　午前：9:00～11:30
　　　　　　　午後：13:30～18:30まで （土曜のみ午後は13:30～16:45）
小児科 月～金 午後：13:30～16:30 日・祝日は実施しておりません
●料金 ●2回目接種について

•13歳未満は2～4週間の間隔をおいて2回目接種をお願いします。
•13歳以上はワクチンの入荷数に限りがある為、
 1回接種でお願いします。

●65歳以上の方へ
•65歳以上の方は、対象期間（令和元年10月1日～令和2年1月31日）までに接種されますと補助を受け取る
 ことができます。糟屋郡以外にお住まいの方はお問い合わせ下さい。
•必ず年齢の確認できるもの(健康保険証・保険医療受給証等)をご持参下さい。
•対象年齢を確認できれば、1,600円で接種することができます。（市区町村により異なります。）
 ワクチンがなくなり次第終了とさせていただきますのでご了承下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し出ください。

Infomation

後期高齢者（糟屋郡の場合）
13歳以上～64歳未満
６ヶ月～13歳未満（１回目）
６ヶ月～13歳未満（２回目）

1,600円
3,850円
3,850円
2,750円

料 金対 象

「キャンプに行こう」
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＜外来診療担当のご案内＞ 

月曜日…午後 

火曜日…午前は藤原先生と隔週交代 

令和元年６月１日付けで小児科に着任しました。 

月、火、木、金の外来、予防接種を担当します。 

長年にわたって藤原先生が築き上げられた、地域に根ざした 

小児医療をお手本に頑張りますのでよろしくお願い致します。 

2019.8.14更新 

小児科医 

木曜日…午後 

金曜日…午前は藤原先生と隔週交代 

水戸病院 介護医療院を 

令和元年８月１日に開設しました。 

 本年８月より介護療養型医療施設を、平成30年度介護保険法のもと新設された「介護医療院」を開設いたしました。 

既存の地域包括ケア病棟、医療療養病棟、障害者病棟と併設することとなります。 

 今回の介護医療院への転換により、従来の介護療養型病床にない「個人の様々な住まいスタイルを医療か支゙ える新

たな介護施設」として、こ利゙用者様か望゙む生活スタイルや、利用者様の尊厳の保持、自立支援の強化 を図り、社会との

つなかる゙多機能連携の交流施設としての役割も担っております。 

 療養環境の充実て、゙プライバシーを尊重し、これまて通゙りの医療ニースの゙高い利用者様、看取りやターミナル期の 利用

者様にもこ利゙用していたたぎ、安心して治療・療養生活に専念して頂く環境をこ提゙供いたします。 

 寝たきりの高齢者も長期に入所できますが、リハビリもできますので、リハビリをして、家に帰る方

も受け入れることができます。ただし、介護保険で要介護認定がある方しか入れませんので、若

い方や、要支援の方は入れません。 

2019.8.15更新 

要介護の高齢患者（利用者）に対して、医療・介護を提供するだけでなく、生活の場を提供する。  

医師が配置されているため喀痰吸引や経管栄養など医療ニーズの高い要介護者の方にも対応できます。また、

人生の最終段階におけるケア（看取り）を支える役割も担っています。  

名称のとおり、介護だけでなく必要に応じた医療も受けられます。 

また、生活の場であるため、パーテーションや家具で仕切られ、

４人部屋でもプライバシーが守られた中でお過ごし頂けます。 

まだ耳慣れない介護医療院ですが、病院の中にある在宅施設です。医療・介護・リハビリなどのスタッフが、これ

までの生活に配慮した“かかわり”を大切にして療養生活を送って頂けるように取り組んでまいります。 

医療管理や長期の療養が必要とする方を対象に、看護や介護、

リハビリなどの必要な要介護（要介護１～５）の高齢者となります。 

ほかの介護保険施設と比べ、

医療・介護の必要度の高い方が対象となります。 



施設のご案内施設のご案内

URL  http://www.s-mito.org   E-mail  info@s-mito.org

通 所 介 護 事 業 所

訪 問介 護 事 業 所

訪 　 問 　 看 　 護

通所リハビリテーション

デイサービスセンター

通所リハビリテーション

在宅療養型支援病院

令和元年9月1日～

荒井　澄夫

渡邊　豊吉

岡留　敏樹

藏元　誠子

藤原 崇・因 てい子藤原 崇・因 てい子藤原 崇・因 てい子藤原 崇・因 てい子

富安　幸博

富安　幸博

富安　幸博

猪野　祥史

猪野　祥史

猪野　祥史

大﨑　光彦

大﨑　光彦

大﨑 光彦
富安　幸博

荒井　澄夫大﨑　光彦

小田 太士

森山　祥平

※第2〜5

※第1

小森　圭司

藏元　誠子
たか   こ

藏元　誠子
たか   こ

たか   こ

藏元　誠子
たか   こ

小牧　ゆか

［リハビリテーション科］
（整形外科医師）

小牧 ゆか
［リハビリテーション科］
（整形外科医師）

（白橋　斉）
白橋 由美子

白橋 由美子白橋 由美子
藏元　誠子
白橋　　斉 ※第2･4

※第1･3･5

※第2･4･5

※第1･3

野波　篤 第1･3･5

藏元　誠子
猪野　祥史※第2〜4

※第1・5白橋 由美子

※第2・4白橋 由美子

猪野　祥史

白橋　　斉
白橋　　斉

外来診療担当医のご案内外来診療担当医のご案内

たか  こ たか  こ

（新原400年祭 平成30年:糟屋郡須恵町）住宅型有料老人ホーム

●アザレア幼児園

アザレア幼児園

福岡

う
え
の
病
院
●

112床（地域包括ケア病棟40床・医療療養病棟40床・障害者施設等病棟32床）
51床（介護医療院）
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