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確かな理念を土台 ・目標として、
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（
「
栄光会フィロソフィ」 より）

■特集〜 IBD 専門外来のご案内〜

それに向かって
熱い使命感を持って励む時に、

■巻頭言／看護部長交代のお知らせ

健全経営が始まるといえます。
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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 『人間に与えられている尊厳性』
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栄光病院

前 看･護部長

このたび皆様方に支えらえて十一年間務めた看護部長職を︑的野新看護部長に引
き継ぎました︒

病院新築移転の年に就任し︑神経難病・回復期リハビリ両病棟の新設︑ホスピス

増床に始まり︑その後も病棟再編成やホスピス病棟増設など︑毎年のように進化を

遂げるこの栄光会で︑とにかく看護業務が遂行できる体制を整えることが最大の課
題でした︒

恐る恐るスタートした京セラ式病院原価管理手法・人事制度が軌道に乗り始めて

章

後を受け︑看護部を率いることへの責任の重さを改めて感じております︒

節

ご存じのように︑看護部は広瀬元看護部長︑中島前看護部長が示された看護部と

しての六つの理念を基軸とし︑
﹁私たちは ﹃こ
“ ころ﹄も﹃からだ﹄もともに癒され︑

しあわせに生きる医療 を
” 目指す﹂という医療事業本部の理念実現のため︑患者さ
ん︑ご家族︑地域の皆様から信頼される看護を提供出来るようにと︑日々努力と
研鑽を重ねてまいりました︒

私は︑お二人が築き上げられたこの看護部をこれからもしっかりと継承しつつ︑

またスタッフ一人ひとりが﹁やりがい﹂を実感しながら︑﹁働き続けられる職場﹂

を自ら作っていけるよう︑微力ながら力を尽くしてまいりたいと願っております︒

今後とも︑どうぞよろしくお願い致します︒
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栄光会
総院長

その後、神である主は、土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの
息を吹き込まれた。そこで、人は、生きものとなった。 創
( 世記二 ・七 )
右のように、神は土のちりから人間を造られたと聖書は説きます。
神はまた、ご自分のかたち （
聖さ、崇高さ、尊厳、等々）に似せて人
間を造られたとも記されています
。
（
創世記一 二･七）

ですから、どんな人も、たとい、「
ちりあくた」 同様に思い／思われ
ても、そこに神のいのちの息 （神の霊）とそれに属する尊厳が宿っています。

しっかりとした組織に変わりつつある今︑これまで共に労してくださった職員の皆

様に感謝し︑いつも祈り支えてくださった方々に感謝し︑何よりも試練の連続の中

伝道者の書

で今日まで確かな御手でお導きくださった神様にこころから感謝し︑天を仰ぎます︒

栄光病院

的野 修一

11

ほんとうにありがとうございました︒

栄光会

神様のなさることはすべて時にかなって美しい

社会医療法人

看護部長

3

本年四月一日より看護部長に就任しました的野修一です︒今︑中島前看護部長の

”

これは人間以外の動物には与えられていない、尊い霊的な性質です。
尊厳とは、尊くおかしがたいこと、その人格は他人も自分自身も傷つ
けてはならない、ということです。
例えば、病院で受付を済ませたのに診てもらえません。どうなってい
るかと尋ねると、カルテが他所に回っていたと言い訳がましい事務的な
説明を受け、診察した医師も不遜な態度で診察し、いい加減な説明
で終わったとすれば、釈然としない気持ちのまま帰ります。それこそ尊
厳がおかされたのです。
一般社会では 「
尊厳」 という言葉こそ余り使われませんが、その事
実は多々あります。中傷や無視、ぬれぎぬ、暴言、暴力などにより、
人は尊厳が傷つけられています。老健施設や保育所で、いや、一般家
庭でもＤＶや暴言で同様なことが起きています。自分自身を傷つける
自虐、自傷、自殺もそうです。
尊厳が損なわれても、弱い立場にある人は、それに抗議や反論はで
きないので、泣き寝入りです。
一方、尊厳を傷つける側は傷つけたとは気づきません。指摘される
、逆の立場になって初めてこの事実に気付き
か （マタイ二五章三一～四六）
ます。これは注意しないと神の怒りに触れることで、神を愛し敬い、隣
人を愛するという律法の二つの戒めの後者そのものにかかわることです。
いやしくも、栄光会に属する職員は後者にはなって欲しくありません。
私やあなたはどちらの側でしょう？

”

お知らせ
の

看護部長交代
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福岡大学筑紫病院

消化器内科

松井敏幸 教授による

IBD( 炎症性腸疾患 ) 専門外来のご案内
＜

クローン病・潰瘍性大腸炎 治療のために ＞
～ 2016 年 4 月より IBD 専門外来を開設いたしました～

●対象疾患︓ 炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病）

IBD 専門外来

●診 察 日 ︓ 毎週金曜日
●担当医師︓ 松井 敏幸

午前中 (9:00-12:30)

教授（福岡大学筑紫病院

消化器内科

教授）

炎症性腸疾患（IBD）は潰瘍性大腸炎とクローン病を指しますが、類似
の症状を呈する方もいらっしゃいます。例えば過敏性腸症候群の方などで
す。これらの疾患は、難治性であることも多く、専門医が見た方が、最新
情報や診療のコツ、その後の

治療予測などを説明できることも多いよう

です。私は、2000 名を超す難治性疾患の方を大学病院で診てきました。
その経験を生かして IBD の方を当院の IBD 専門外来で診療したいと思っ
ています。

松井 敏幸 教授

（まつい としゆき）

福岡大学筑紫病院 消化器内科
臨床医学研究センター

!

Check

完全予約制です。

事前に必ずご予約をお願いします。

TEL

092(935)0147
〈 栄光病院

( 代表 )

IBD 専門外来まで 〉

【松井敏幸教授】福岡大学筑紫病院 消化器内科
専門分野︓炎症性腸疾患、大腸疾患の診断と治療
1975 年九州大学医学部卒業。松山赤十字病院消化器科副部長などを経て 85 年、国際協力機構 (JICA)
専門家として北京･中日友好病院に派遣される。90 年、現在の福岡大学筑紫病院へ赴任。
98 年、英国オックスフォード大学留学。2005 年、同院消化器内科部長･消化器内科教授。
07 年、同院副院長に就任。2012 年 4 月に産学協同で北部九州ならびに国内において臨床研究と高度診療
を遂行することを目的とした IBD センター開設。現在に至る。
( 所属学会 )
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日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化器病学会九州支部
日本消化器内視鏡学会、日本消化器内視鏡学会九州支部、日本消化管学会、
日本大腸肛門病学会、日本大腸肛門病学会九州支部、日本カプセル内視鏡学会
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栄 光 病 院

部署紹介１
当院の医事課スタッフは、 現在 12 名です。

医事課

来院された患者さんの受付や医療費計算、 保険請求業務などを主に行っています。
優しさと親切な対応を心がけて、 日々の業務に励んで参りたいと思います。
H28 年 4 月 1 日の診療報酬改定より ・ ・
●外来の方では、 処方せん薬局へお薬手帳の持参がないと、
1 回あたり 10 円～ 40 円ほど負担金が増えることになりました。
●入院の方では、 食事負担金が 1 食 260 円から 360 円になり、
1 ヶ月間の入院で 9000 円ほど負担金が増える方もいます。

豊福

澤井

石橋

椎橋

森岡
医療費やその他お問い合わせなど

深野

医事課へお気軽にお声かけください。
田中

最上

原口

上條
( 主任 )

江口

増田
( 課長 )

私たちがいつも作業に込める 『こころ』 は、 患者さんやスタッフの方々への感謝です。
きれいにしてあたたかい気持ちになれる職場です。
「いつもありがとう」「きれいになったね～」
「大変ですね。お疲れさま」…
患者さんやスタッフの方々からいただいている
さりげない一言が何より嬉しい！
自分の仕事が役に立っているんだ、 という喜びと
感謝の気持ちでいっぱいになります。

▲写真

総務・システム支援課

共栄ビル管理

私たちのこだわりは “作業ひとつひとつに 『こころ』 を込める” ということです。

部署紹介

２

私たち共栄ビル管理は、 お掃除により 「病院内の清潔な環境づくり」 を担わせて
いただいています。 栄光病院様には、 いつもご厚情を賜り深く感謝申し上げます。

安川さんと

手と目と （医療版） Vol.13
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栄光会ボランティアの取り組み （1）
ボランティア統括部
部長 中島長子

いつも優しい笑顔と四季の風を運んでくださる
ボランティアの皆様に感謝申し上げます。
このたび、 これまで栄光病院発足以来当院でご奉仕くださっている病院ボランティア、
介護施設かめやまで活動してくださっているボランティアの方々ほか学生ボランティア等の
活動を基盤として 「ボランティア統括部」 が発足いたしました。
時代とともに変化する医療 ・ 介護の現場のニーズに応え、 その活動をさらに発展させて、
栄光会の理念である “癒し癒される” 関係を具体的に展開していくことがねらいです。

ボランティア総会
(2016.6.1)

今後の活動の一つとして、 今年度後半から次年度にかけて
「ボランティア講座」 を新たに開講予定で、 栄光会の特色を活かした
“ホスピスボランティア” や “地域ボランティア” を視野に入れたプログラムを
現在検討中です。 これまで活動をしてこられた方々もこれから始めようと考えておられる
方々もふるってご参加下さい。 プログラムが完成次第、 あらためてご案内いたします。
職員のご家族、 ご友人の方々も大歓迎です。
助けを必要としている方々に関わることによってボランティアの方々も
心身ともに健やかに過ごしていただけるよう、 多くの方々のご意見を
頂戴しながら進めて参りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
名前で
呼んでくださ
いネ♪

ボランティアさんのご紹介
( その 1)

よきおとずれ会
への参加

市野さん
●活け花・お抹茶●

藤江さん
●活け花・お抹茶●

井元さん
●手作りおやつ●

古賀さん
●活け花・お抹茶●

市來さん

溝上さん

●入浴搬送●

●オカリナ演奏●

渡辺さん
●ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸｹｱ●

小田さん

大山智恵子さん

●手仕事ｻｰﾋﾞｽ●

●ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸｹｱ●

末松さん
●ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸｹｱ●
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千手 ( せんじゅ ) さん
大山由紀子さん
●ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｯｸｹｱ●

●ﾌﾗﾜｰｾﾗﾋﾟｰ●

健康
のための

ちょっとイイお話し
今﨑 智子

社会医療法人 栄光会 栄光病院
歯科衛生士

●義歯の安定をはかる
唾液があることで吸着し︑はずれにくく
する
●歯の再石灰化をする
溶けた歯を修復する
●虫歯予防
口の中をきれいにしたり︑酸性になった
口の中を中性にもどす

遠藤 伸太郎

えましたし︑それはもう至福の
時でした︒しかし︑残念ながら
そのような出会いはごくわずか
で１割程度でしょう︒
ある時︑﹁好みのカレーに出会
えないなら自分で作ってみよう﹂
との思いに至り︑食べ歩きと並
行して自宅でのカレー作りも行
なうようになりました︒市販の
ルーではなく︑スパイスを使っ
てイチから作るので面倒ではあ
りますが︑自分の性に合ってい
るようでとても楽しいです︒試
行錯誤を繰り返して︑最近では
奥さんにも美味しいと言っても
らえるまでにはなりましたが︑
自分の納得がいく味にはいまだ
に辿り着けていません︒自ら作っ
てみることでカレーの奥深さが
分かり︑食べ歩きにも刺激をも
たらしてくれている気がします︒
この趣味︑
長く続け
られそう
です︒

今日、処置室にいらっしゃった看護師さん。
いつも優しく笑顔で対処していただき、
ありがとうございます。
特に、今日は大変ご迷惑をおかけしました。
今後とも、よろしくお願い致します。

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。
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総務・システム支援課

私はカレーが大好きです︒
そんな訳で以前からカレー屋に
行くことは多かったのですが︑
もっとたくさん食べたいとの思
いから︑３年ほど前より本腰を
入れてカレーの食べ歩きを始め
ました︒
現在までに食べたカレーは
店舗︒その９割以上は福岡のお
店ですし︑チェーン店でもあり
ません︒皆さんが思っているよ
りも︑福岡にはこだわりのカレー
を扱うお店が多いのです︒ 店
舗を食べ歩くと︑どのお店も個
性を出そうと努力しているのが
分かるようになりました︒まず
い︑と感じるカレーはほぼあり
ません︒私が最も好きなのは
﹁スパイスが効いたサラサラ系
カレーライス﹂で︑一般的な
﹁野菜ゴロゴロでとろみのあるカ
レーライス﹂とは別モノです︒
その私の好みにあった心から美
味しいと思えるカレーにも出会

96

96

唾液について
食べることは楽しみのひとつですが︑その
時に重要な役割を果たしてくれるのが唾液で
す︒寝ている間は唾液の分泌は抑えられてい
ますが︑活動をはじめると唾液がよく出てき
ます︒
一日にどれくらい？
唾液は一日に ㍑くらい出ます︒唾液の減
少は︑薬を飲んでいる方に多くいます︒関連
のある薬としては︑降圧剤・利尿剤・睡眠導
入剤・鎮痛剤などさまざまです︒薬を飲んで
いる方は高齢者に多いため︑年齢とともに減
少するといわれることが多いようです︒その
結果一日 ㍉㍑ほどに減少してしまいます︒

口が乾燥すると・・・
・舌が白くなる
・口角や舌が赤くなりしみる
・口角に泡がたまる
・くちびるが乾燥する
・義歯で粘膜が傷つきやすくなる
注意しましょう！
・あめ玉やガムを食べる ︵虫歯に
％のものがよい︶

なりやすいため︑キシリトール

・水分をたくさん摂る ︵保湿効果は
少なく︑口の乾きは改善されにくい︒
保湿剤の使用が効果的︶

唾液を出すには・・・
・よくかむ
・唾液腺マッサージをする

〈唾液腺マッサージ〉

~ 私のお気に入り ~

My Favorite

患者さん ・ ご家族の声

1.5

なくてはならない唾液！
●飲み込みを助ける
食べ物を溶かし︑ひとつにまとめ︑飲み
込みやすくする
●消化を助ける
胃の粘膜を保護し︑栄養を吸収しやすく
する／口から食べるというメリット
●味覚を伝える
舌の上にある味蕾が唾液に満たされて
いることで味を感じる／食欲につながる
●粘膜を保護する
潤滑油の働きをし︑会話を助ける
●菌の繁殖を抑える
感染を防いだり︑傷を治りやすくする

＊唾液をゴックン飲み込み
たくなります︒食前や寝る前
がおすすめです︒

アゴの骨の内側の柔らかい所を耳の下から
舌の真下まで、１カ所５回ずつ親指で押す
耳の横を手指で後ろから
前へ回す (10 回 )

100

800

Information

Information

「熊本地震」 に対する栄光会の取り組みについて
１． 栄光会職員を対象とした災害義援金募金及び施設内設置の災害義援金募金箱で
集まった義援金を支援団体を通して寄付致します。
２． 震災の被災地 ・ 被災者に対して、 法人として金品の寄付と云う援助だけでなく
“人” を提供すると云う形での援助を行うために、 ボランティア活動による
援助をしたいという想いを持つ法人職員を支援し、

被害に遭われた方々へ
心からのお見舞いを申し上げ

特別有給休暇の付与及び交通費の支給を致します。

一日も早い復旧 ・ 復興を
お祈り致します。

イベントのご案内
時間：いずれも

6 月の

健康教室

テーマ：
「介護保険ってどんな制度」
講師：ケアマネジャー 江藤 晃

③

6/18（土）

テーマ：
「脂質異常症食について」
講師：管理栄養士 藤川 富佐子

6/25（土）

テーマ：
「ケアビクス♪/ ふまねっと運動」
講師：保健師 藤江 富由美

※ご注意ください！

どなたさまもお気軽にお越し下さい

6/4（土）

②

栄光すこやかライフ・フェアー開催のお知らせ

6/4,6/18 本館 2F 大会議室
6/25
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

6 月 11 日は健康教室はお休みです！

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︓2016 年

7 月 3 日（日） 9:30 ～ 14:30

場所︓栄光病院

〒811-2232

福岡県糟屋郡志免町別府西 3-8-15
TEL092(935)0147

●健康チェックコーナー（肺年齢ﾁｪｯｸ、肌年齢ﾁｪｯｸ、血管年齢ﾁｪｯｸ ほか）
●内視鏡相談コーナー (※「予約」ご希望の方は保険証をご持参ください )
●呼吸器コーナー ( 肺年齢測定、CO2 濃度測定 )
●Care Harmonix 2016 ～癒しのコンサート～
●スタンプラリー
●喫茶コーナー
●ヘルストロン
●折り紙教室 / 子どもくじ引きコーナーほか
※今回は

健診 ( 無料 ) ・ 乳がん健診 ( 予約 ) はございません。

編集後記

新しく 「健康チェックコーナー」 を企画しておりますので、ぜひご利用ください。

広報営業部会に参加するようになり、1 年が経ちました。
発行までの流れを一通り経験し、会議に出席することにも慣れてきました。
今回の『手と目と』の内容は、ＩＢＤ（炎症性腸疾患）専門外来の開設、診療報酬改定に伴い、
受診の際のお知らせ、共栄ビル管理の紹介ｅｔｃ．．．。是非、多くの方に隅々まで読んで頂
きたいと思っています。
また、凄まじい被害をもたらした熊本地震。栄光会の取り組みを掲載するにあたり、
予測できない大規模災害にどう対処すべきか、自分に何が出来るのか．．．と日々の生活の
中で繰り返し考えさせられます。復興に向けて、一人ひとりの協力や支援が止むことなく
続き、一日も早く震災前の美しい熊本に戻ってほしいと願っています。(Ｙ)
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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
（2016 年 6 月 1 日現在）

■ 栄光病院
曜日
時間帯

月

火

水

木

午後

午前

午後

午前

午後

総合

青戸・
原

寺井

青戸・
鶴田

原

青戸・原/
寺井/大野

寺井

健診センター

折田(泰)

―

谷本

―

谷本

―

外科

井上

斎藤

井上/斎藤

ー

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）

専門・
予約外来

2016 年 6 月 1 日発行
Vol.１3

午前

循環器
呼吸器
糖尿病

井上/斎藤 井上/斎藤

折田(加)

岸

午前

金
午後

原・

福永
青戸/安藤
谷本

―

井上

斎藤

折田(義)

角

土

午後
13:30～

青戸・
中堀
鶴田 15:00～
原/青戸
谷本
―
斎藤

井上

得能
安藤

安藤

内分泌
神経内科

午前

午前

午後

青戸/安藤
・
飯野

飯野

折田(泰)

―

井上/斎藤 井上/斎藤
日高(第1･3)

藤原
（富永）

鶴田

大野

回復期リハ

呉屋

寺井

大野

呉屋

寺井

IBD

松井
下稲葉(康）

ホスピス相談
吉田
ホスピス外来 下稲葉(順）
整形外科
泌尿器科
内視鏡
気管支鏡

吉田
柴田

下稲葉（順）

中條

下稲葉（康）

吉田

吉田

下稲葉（順）

柴田/
福永

九大病院
九大病院

中里

中里

中里

中里

中里

中里
安藤

中里

中里

中里/原

（中里）
安藤

（中里）

（中里）

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。

TEL 092(935)0147

【救急外来受付】
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

発行責任者 / 理事長 下稲葉康之

診療科の確認をお願いいたします
TEL.092-935-0147

栄光病院グロリア基金のご案内

外来待合室
展示作品一般募集！！
絵や手芸、習字や俳句など、
あなたの趣味を展示してみませんか︖
個人・団体は問いませんが、
展示内容や展示期間はご相談ください。
担当︓外来 ( 鎌倉・安河内 )

救急告示病院
社会医療法人 栄光会

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）

〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西 3-8-15

Tel.092(935)0147

Fax.092(936)3370
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