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～栄光会フィロソフィより～

■巻頭言

「
最も小さい者たちのひとりにしたのは、
わたし （
キリスト）にしたのです」
（
聖書）
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■

「手と目と」
この言葉には、
「手」 と 「目」 で 「看る」
（ 手 + 目 = 看 ） という
私たちの思いが込められています

巻頭言

社会医療法人

栄光会

小嶋 幸子

栄光病院

事務局次長
久美子です。 今までは病院看護師として
特別養護老人ホーム 「こころ」 開設まで残り２ヶ月となりました。

おもてなしの 「こころ」で 皆さまの幸せと

このたび施設長となります、 坂本

特別養護老人ホーム 「
こころ」 開設にあたり

70

今から遡ること 年程前から栄光会は特別養護老人ホー
ム建設を目指しました。あらゆる行政機関に働き掛け、署名
活動を行い三千数百名の署名を頂き、当時の町長様、議員
様の手により県の担当者様に特養建設のお願いに足を運んで
頂きましたが、その当時、特養開設は狭き門で許可を頂く事
ができず、町外の施設に入居する事を余儀なくされた、地域
の方々を始め多くの皆さまのご期待に添うことが出来ませんで
した。

３０年以上勤務してきましたが、 これからは介護の世界で栄光会のホスピスマインド
施設長

1

20

この度、たまたま県に訪問された下稲葉理事長が、「
平成
年度志免町に特養枠 床」 の設立計画があることを聞き、
大変な驚きと喜びが沸き起こりました。今回理事長中心とし
たプロジェクトチーム立ち上げのもと、工事は急ピッチで進み、
東 日 本 大 震 災 の影 響 があったにも拘 わらず、工 事 関 係 者 の
方々のご協力もあり工事は、予定より半月ほど早く進み平成
年 月 日開設の運びとなりましたことをご報告いたしま
す。
この度、特養 「
こころ」 にご入居される皆さまにとって心の
安らぐ施設として、今後とも皆さまからのご指導ご鞭撻を頂
きながら、
栄光会の理念である 「
癒し癒される」 施設を実践、

を活かしていきたいと思います。
坂本 久美子

8

こころ
特別養護老人ホーム

【特 集】

26

27

ご期待に添えるよう関係者一同励んでまいります。

集

おもてなしの「こころ」で、
皆さまの幸せと、生きがいのある生活をサポートします

以上のことを目標に地域の方々にも愛され、 そして自分自身が入居して

癒し癒される

栄光会の理念

「こころ」の方針

も良いと思えるような、 特別養護老人ホーム 「こころ」 を創設スタッフ

と共に築き上げていきたいと思います。

これからもたくさんの困難があるとは思いますが、

皆さまの温かい応援を宜しくお願い致します。
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8月 1日

特別養護老人ホーム

開設！

こころ

特

ってどんなところ？

居室間取り図
《2F》

《3F》

ユニット名は
覚えやすいように
果物の名前で統一！
お部屋は全室個室です。
10 名ごとにひとつのユニット
となっています。
また、 談話コーナーや
家族室も各階にございます。

地域交流室
地域活動や
会議 ・ イベントなど
地域の皆さまにも
ご利用いただけます。

ぜひ
ご活用

ください

特殊浴槽を完備しています

入居費用 ( 月額 )

寝たきりの方でも安心して入浴することができます。

約

シャワーによりマッサージのような効果があり、

60,000 円～約 140,000 円

(30 日目安 ・ 介護度、 年間所得によって
負担額が決まります）

ポカポカ感が長時間持続します。

入居者の皆さまに
喜んでいただけるよう
季節の行事など
計画中です！

【ご入居のお申込み・お問い合わせ先】
特別養護老人ホームこころ
〒811-2232

福岡県糟屋郡志免町別府西 3-3-10
こ こ ろ

電話
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♪

092(935)5560

（担当：坂本・松嶋）

生きがいのある生活をサポートします

【こころ完成予定図】

部署からの
お知らせ

MRI 新機種導入について

現在稼働しております MRI 装置は東芝製で、10 年ほど前に設置しました。
これまでも新機種の導入について検討がなされてきましたが、この 4 月に
導入が決定しました。新しく設置されます MRI 装置は、GE 社製で、名前を
SIGNA Creator と言い、最新の機能を備えています。
九州初登場の最新鋭機です。

放射線室

今年の 10 月に MRI 装置が新しく設置されます

特徴としまして、撮像時間の短縮と全身領域に対応した体動補正技術です。
撮像時間は従来の頭部撮影と比較して約半分で撮像可能となります ( 撮像部位
によって、従来比短縮時間は異なります )。コイル固定型患者テーブルが採用
されており、広範囲な撮像が短時間で可能になるとともに鮮明な画像を得られ
ます。
次に体動補正技術とは、撮影部位が多少動いても任意断面の撮像が可能で、
質の高い画質を提供できます。さらに造影剤や鎮静剤の使用をできるだけ抑え
た状態で検査が可能となり、これによって患者様の苦痛が軽減され、快適性の
ある検査を提供することができます。以上のように新しく導入が予定されてい
る MRI 装置は、幅広い日常検査への応用性があります。
なお、平成 27 年 8 月 8 日から 9 月 30 日までは、設置工事が行われますので、

MRI の検査は中止となります。10 月 1 日より通常の検査が可能になる予定です。
〈 撮影画像の例 〉

（頭部）

（頸椎）

（膝関節）

（足関節）

▲写真
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医療 ・ 看護の質向上への取り組み （9）
～看護部 基準 ・ 手順委員会からの報告～

こんにちは

基準 ・ 手順委員会です。

基準手順委員会では、看護業務におけるマニュアルを見直して

それぞれの病棟に配布し病院全体でマニュアルに基づいた業務が
行えるように取り組んでいます。

1. 構成メンバー（平成 27 年度）
オブザーバー （2 名） 外来 ・ 各病棟看護師 （計 16 名）

2. 看護部

基準手順委員会の活動内容

●マニュアルの種類：
看護部指針
看護管理マニュアル
看護業務マニュアル
看護マニュアル
記録マニュアル
検査マニュアル
安全管理マニュアル
ボランティアマニュアル
各部署看護基準
があります。

● ファイルの見直し修正
現在、 紙ベースの資料の修正 ・ 見直しを行い
データ化を行っております。
変化の著しい医療の現場で 「使えるマニュアル」 を
目指し努力しております。

3. 最後に
患者さんにとって、より良い看護を提供できるよう、

それが病院内で共通のものとなるよう 心掛けていきます。

Page5

手と目と （医療版） Vol.10

健康
のための

ちょっとイイお話し
︻スリムのすすめ︼
健診でお腹周りを測るのはなぜ？
内臓脂肪の蓄積量を簡易測定しています︒
ＣＴでおへその位置の断面を撮影・測定した
とき︑内臓脂肪面積１００㎠以上で﹁内臓脂
︑

の腹囲がこの蓄積量に相当しま

肪の蓄積あり﹂と判定します︒男性は８５
女性は９０
す︒

内臓脂肪とは？
私たちの身体の脂肪は﹁皮下脂肪﹂と﹁内
臓脂肪﹂に大別できます︒
﹁皮下脂肪は﹂主に︑
内臓を保護したり体温を保つのに役立ちます︒
﹁内臓脂肪﹂は︑食事から得たエネルギー源を
一時的に脂肪にして貯えたもので︑必要なと
きに身体活動のために使われます︒しかし︑
多くなりすぎると︑血液中に中性脂肪として
存在するようになりますし︑脂肪細胞から
分泌される生理活性物質のバランスが崩れて
動脈硬化を進め︑高血糖︑高血圧︑脂質異常
の原因になります︒

重なるほど危険！
食生活やライフスタイルの変化に伴い肥満

藤江 富由美

社会医療法人 栄光会 栄光病院
保健師

高血圧︑脂質異常の状態﹂が糖尿病や心疾患︑
脳血管疾患などの生活習慣病の発症と大きく
関連していることがわかっています︒また︑
危険因子

を
※重ねて持っていると︑生活習慣

病を発症する危険度は格段に大きくなります︒
︵グラフ参照︶
危険因子 その病気になりやすい要因
※

対策として
生活習慣を変え︑内臓脂肪を減らすことで
高血糖︑高血圧︑脂質異常が改善されます︒
内臓脂肪は皮下脂肪に比べてたまりやすい反
面︑減らすのも容易とわかっています︒毎日
の食事や運動によって︑内臓脂肪を減らした
とは言え︑生活習慣を変え︑

り︑たまるのを予防することは可能です︒
それをキープするには努力が
要ります︒栄光病院の健康
教室﹃スリムにならん会﹄は︑
グループで励まし合い︑競い
合って︑みんなで成功する会
にしたいと思って始めました︒
ご利用ください︒

~ 私のお気に入り ~

中村 益伸

リハビリテーション課
作業療法士

らかい鶏肉でたまりません︒女

旨みが詰まった白濁スープに柔

性には︑プルプルのコラーゲン

でお肌の調子も良くなるかもし

福岡と言えば︑うどんも美味

れませんよ︒

しいですね︒その中でも九州独

特のごぼう天たっぷり﹁大地う

どん﹂コシのあるうどんで︑丼

からはみ出るほどの大きさが驚

く﹁ごぼう天うどん﹂コシのあ

るうどんを食べさせてくれる店

として︑志免町にある練り込み

うどん﹁権﹂というのがあります︒

最後に遊びながら楽しめるラ

ンチとして﹁ざうお天神店﹂が

あります︒生簀で泳いでいる魚

を自分で釣って活き作り︑塩焼

きなどで食べられます︒土日祝

日でランチも楽しめます︒

か？私はこれからも美味しいラ

︻美味しいランチ︼いかがでした

ンチを探していきます︒皆さま

も美味しいランチに出かけてみ

てはいかがですか？！

意見箱へのあたたかいメッセージを
ありがとうございました。
今後ともご意見 ・ご感想などを
お寄せ下さい。

大変お世話になっています。
きれいで行き届いた環境、優しい対応に感謝しています。
一言一言の声かけや家族に対してまでの心配り、
皆さまの明るい気持ちに、ありがたい気持ちで
いっぱいです。
本当に 毎日毎日 ありがとうございます。

いう方には︑水炊き﹁新三浦﹂︒

ちょっぴり贅沢にランチをと

シュー︑お酒の〆にもピッタリ︒

間をかけて焼き上げたチャー

りの白濁スープや︑じっくり時

はこれ！﹁博多だるま﹂︒こだわ

くさん！福岡で食べるならまず

の水炊きなど美味しいものがた

福岡には︑博多ラーメン︑鶏

ができます︒

ンもランチだと安く食べること

とした時間︑普段高いレストラ

います︒そこで︑昼のゆっくり

い何度も行く事を躊躇してしま

食では︑値段が高くなってしま

多いのではないでしょうか？夕

い中で簡単に済ませている人も

ランチなのか？朝食は︑朝忙し

ランチをご紹介します︒なぜ︑

今回︑食事の中でも美味しい

︻美味しいランチ︼

My Favorite

患者さん ・ ご家族の声

（労働省作業関連疾患総合対策研究班の調査より）

危険因子 ( 肥満・高血糖・高血圧・脂血異常 ) の数

cm

の人が増えています︒その中でも特に﹁内臓
脂肪の蓄積による肥満に由来する高血糖︑

【脳卒中・心疾患発症の危険度】

cm
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Information

Information

ドクター紹介

4 月より栄光病院に勤務しています。

平成 27 年 4 月より当院ホスピスで

総合診療外来、内視鏡、内科病棟を

勤務させていただくことになりました。

担当しています。

入院されている患者さんやご家族が、

宜しくお願い致します。

穏やかな時間を過ごしていただけるよう、
サポートさせていただきます。

〈所属学会・専門医〉

原

はら

●日本内科学会

一生

総合内科専門医

●日本消化器病学会

かずお

中堀

消化器病専門医

なかほり

●日本消化器内視鏡学会
消化器内視鏡専門医

総合診療科部長

●日本医師会認定

（4A 病棟 )

何でも遠慮なくおっしゃってください。

亮一

りょういち

宜しくお願い致します。

ホスピス医

産業医

（2C 病棟 )

イベントのご案内
時間：いずれも

6 月の

健康教室

③

④

～特別養護老人ホームこころ 開設記念～

テーマ：
「スリムにならん会 ( 第 24 回 )」
講師：保健師 藤江 富由美

6/13（土）

テーマ：
「高血圧食について」
講師：管理栄養士 藤川 富佐子

6/20（土）

テーマ：
「認知症〜ならないための第一歩〜」
講師：作業療法士 江村 卓郎

6/27（土）

テーマ：
「消化器疾患〜めずらしい症例〜」
講師：放射線技師 谷口 幸吉

どなたさまもお気軽にお越し下さい

6/6（土）

②

栄光すこやかライフ・フェアー開催のお知らせ

6/6
本館 2F 大会議室
6/13 6/27 新館 1F 健診センター
6/20
本館 2F 礼拝堂

︵参加費無料・事前申し込み不要です︶

①

会場：栄光病院

14:00 〜 15:00

毎年恒例となりました、栄光すこやかライフ・フェアーを
今年も下記の日程で開催いたします。
皆さまの健康をサポートするためのイベントを盛りだくさんご用意して
お待ちしておりますので、ぜひお誘い合わせの上、お越し下さい。
皆さまのご来場を心よりお待ちいたしております。
日時：2015 年
場所：栄光病院

7 月 5 日（日） 9:30 ～ 14:30

〒811-2232

福岡県糟屋郡志免町別府西 3-8-15
TEL092(935)0147

●健診コーナー（メタボ健診・ピロリ検診・大腸がん検診・乳がん検診）
●相談・展示・体験コーナー
●Care Harmonix 2015 ～癒しのコンサート～
●スタンプラリー
●ヘルストロン
ほか

編集後記
みなさん、今回の「手と目と」はいかがでしたでしょうか？
何と言っても今回の目玉は、特別養護老人ホーム『こころ』の開設です。８月１日のオー
プンを目指して現在着々と準備がすすめられています。その名の通り、栄光会の理念であ
る「癒し癒される」を目指して、おもてなしの「こころ」で地域のみなさんに寄り沿った
施設になれることを願っています。
また、恒例となりました「栄光すこやかライフフェア」も７月５日の開催が決定し、
例年同様、地域の皆さんに喜んでいただけるお得な情報や企画を用意しています。是非、
ご近所の方をお誘い合わせの上、ご来場ください。
栄光会は今年、下稲葉理事長の著による「栄光会フィロソフィ（経営理念）」が完成し、
30 数年の栄光会の歩みと思いがこもったフィロソフィとなっています。栄光会スタッフ
ひとり一人が心ひとつに、精進していければと思っています。更なる進化を遂げようと
する栄光会を今後ともよろしくお願いします。（鎌倉）
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※広報誌の送付が不要な方は
下記までご連絡ください。
社会医療法人

栄光会

広報営業部会 担当 : 安川 ( 和 )

TEL 092(935)0147
E-mail k-yasukawa@eikoh.or.jp

手と目と

6

月

診療スケジュール
（2015 年 6 月 1 日現在）

■ 栄光病院
曜日
時間帯

月
午前

火
午後

午前

水
午後

青戸・
原

寺井

青戸・
鶴田

原

健診センター

折田(泰)

―

谷本

―

外科

井上

循環器
専門・
予約外来

2015 年 6 月 1 日発行
Vol.１０

総合

斎藤 井上/斎藤

青戸/
原/
大野/白井
谷本

木
午後

寺井
―

井上/斎藤 井上/斎藤

折田(加)

岸

呼吸器

午前

金
午後

角

発行 / 社会医療法人 栄光会 福岡県糟屋郡志免町別府西 3-8-15
発行予定 （年 3 回） / 6 月 ・ 10 月 ・ 2 月 （1 日発行）
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診療スケジュールは都合により変更となる場合があります。 予めご了承ください。
○診療時間は、 ９ ： ００～１７ ： ００ （昼休み１２ ： ３０～１３ ： ３０） となっています。 なお、 午前中の受付は１２ ： ００までとなっておりますので
ご注意ください。 ただし、 急患は２４時間いつでも受け付けております。
○専門外来 ・ ホスピス相談は原則として予約制となっています。 ご予約がないときは、 お待ち頂くことがありますので、 ご了承ください。

5 月より診療スケジュールが一部変更となっております。
ご確認、お問い合わせの上、ご来院ください。

【救急外来受付】

TEL 092(935)0147

救急患者さんの受け入れを

24 時間体制で行っています
※事前に

お電話にて

診療科の確認をお願いいたします

発行責任者 / 理事長 下稲葉康之

TEL.092-935-0147

企業 ( 団体 ) インフルエンザワクチン
申込み受付のご案内
平成 27 年 10 月から開始となるインフルエンザワクチン
接種について、当院では企業 ( 集団 ) でお申し込みの場合、
企業割引を適応させていただきます。
対象：16 歳～ 64 歳の方で 5 名以上の企業 ( 団体 )
料金：お問い合わせにて、ご確認ください。
*65 歳以上の方に関しては、住民区における指定負担と
なります。

* 企業 ( 団体 ) 様にはお得な情報となっています！
お問い合わせ先：092-935-0147
（担当：外来 )

栄光病院グロリア基金のご案内

編集 / 広報営業部会 （医療班）

栄光会の医療・介護・福祉の事業展開のために皆さまお一人
お一人のお力添えを心よりお願い申し上げます。栄光会事業の
趣旨にご賛同賜り、ご支援頂けますならば、誠に幸甚に存じます。

【グロリア基金 お振込口座】
栄光病院グロリア基金 代表 下稲葉康之
西日本シティ銀行 博多支店 普 No.1533165
福岡銀行
吉塚支店 普 No.1443197
郵便振替 No.01730-8-76630 （代表者名等なし）
＊一口 壱万円 （法人 ・ 個人を問わず何口でも結構です）

救急告示病院
社会医療法人 栄光会
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