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敬神崇祖 理事長　井上史子

　明けましておめでとうございます。皆様には益々
ご清栄にお過ごしの事とお慶び申し上げます。
　敬神崇祖という言葉は、2015年ノーベル医学生理
学賞に輝かれた大村智博士が愛弟子に贈られた言葉
だと聞いております。日本人は古代の昔から八百万
の神々を敬い祖先を崇める生活をしてきた国民だと
思います。そして今、日本の国はその良さを世界に
認められているのではないでしょうか。
　世界無形文化遺産に登録された和食に代表される和
の文化、宗教戦争とか宗教上の争いの歴史を持たない
穏やかな国民性、技術立国を支える緻密さ等々、日頃
私達が当たり前と思っていることが決して世界標準で
はないことを、昨今のニュースからひしひしと感じら
れます。四季の美しさと季節に対する日本人の細やか
さも、この素晴らしい文化を育んできた基本となって
いるのでしょう。例えば雪の表現ひとつ取り上げても、
粉雪、つぶ雪、わた雪、ざらめ雪、みぞれ雪、かた雪、

そして春まつ雪、美しい
日本語で表現されます。
灼熱の太陽と砂漠の国
で生まれた文化や宗教
の中に身を置かずに済
む幸せを私達日本人は
もっともっと感謝しな
くてはいけないと思います。この幸せな日々が失われ
ないように努力して生きていきたいと思っています。
　今年は申（さる）年、申という漢字は稲妻を表現
した象形文字だそうです。稲妻は天にある神がその
威光を表したものであり、屈折しながら斜めに走る
ので（伸）のびるという意味になるそうです（白川
静著　常用字解）。
　那珂川病院は今年新しい一歩を伸ばしていくつもり
です。まずは昨年二日市中町病院を「ちくし那珂川病
院」と改称し、既に11月に外来玄関も改築して明る

い雰囲気に変えております。
「ちくし那珂川病院」は、片
桐邦彦院長先生を中心に長浜
俊一先生、矢加部茂先生、そ
れに非常勤医師としてお手伝
いいただいている木村專太郎
先生（前那珂川病院院長）ほ
かの先生方、佐伯看護部長を
はじめとする職員の皆様方の
頑張りで、地域の皆様に愛さ
れる病院に育っていくことと
確信しております。
　今年も社会医療法人喜悦会
那珂川病院をどうぞよろしく
お願い申し上げます。

那珂川病院 玄関



緩和ケアだより

　家内は２年前、25年の８月に発病
し、九州がんセンターでお世話にな
りながら1年半位入退院を繰り返し
治療していました。しかしその効果も
なく、那珂川病院の緩和ケア病棟を
紹介され、ちょうど1年前の11月15
日にこちらの病院に入院となりまし
た。以後、月江先生はじめ植木師長・
看護師の皆さんには大変お世話にな
りました。ありがとうございました。
　家内は犬が大好きで、ボランティ
ア（アニマルセラピー）で犬が病院
に来た時は犬をあやしたり、風呂好
きでお風呂は決まった日には、ほぼ
毎日入っていました。
　また、カラオケが好きで、ピアノ
の先生（音楽療法士）と歌ったり、
12月のクリスマスパーティーには、
落合さんはじめ看護師の皆さんとハ
ンドベルを演奏しました。
　今年の３月に結婚50年目を迎え
た時は、金婚式を祝ってもらい、い
ろんな思い出を作っていただきまし
たが、残念ながら4月3日に亡くな
りました。入院中には大変お世話に
なりましてありがとうございました。
以後、私も初めての経験ばかりで、

妻との思い出 〜平成27年11月11日偲ぶ会スピーチより〜
� 利根　和彦（利根　禮子氏の夫）

緩和ケア外来を受診される方や入院の相談や見学を希望さ
れる方は、必ず電話予約をお願いいたします。

● 電話受付時間　
平日  9：00～17：00　 TEL 092-565-3531（代）
地域連携室の看護師またはMSW（相談員）が対応します。

緩和ケア外来・相談のご案内 ● 緩和ケア外来　
受付時間（予約制）／月・火・水・木　14：00 ～ 16：30
外来通院での緩和ケアを行います。緩和ケア病棟退院後の
診療も行います。

入院費について
医療費は、健康保険制度による給付割合に従った料金です。
高額医療給付制度の適用があります。

病　室
全病床24床で全室個室です。　
室料あり 7室、室料なし 17室　
その他の設備
食堂・談話室、ファミリーキッチン、家族控室（宿泊可・有料）、
面談室、説明室、介護浴室、一般浴室、洗濯コーナー
全室インターネット環境

緩和ケア病棟施設概要 緩和ケア病棟へのご入院について
●  主に、生命を脅かすと判断された悪性腫瘍の患者さんのケ

アを行います。
●  患者さんまたはご家族が病名・病状について理解してい

ることが入院の条件です。
● 体調が安定したら、外泊したり、退院して緩和ケア外来に通院

したり、在宅ケアを受けることもできます。訪問診療は当院の
医師、訪問看護は当院の訪問看護ステーションが担当します。

葬儀・初七日・四十九日・初盆等々、
仏事ごとを挟みながら、子ども２人
は東京にいるので、現在は１人で生
活しています。
　出身が大分で、大分の実家にある
先祖代々の墓に納骨し、3日の月命
日には毎月大分に帰ってお墓参りを
しています。仏壇には毎日お仏飯を
あげ、花を換えお菓子や果物を換え
たりしています。
　私は大手の建設業に勤務していま
したので、仕事中は家を顧みず、家
内に迷惑をかけたことをつくづく反
省しております。悲しみにつつまれ
ながらも何とか過ごしてまいりました
が、今現在私は大野城市に住んでお
り、大野城市の地域の皆さんや団地
の皆さん等々いろんな方とお付き合
いがありますが、私の知らないとこ
ろで「奥さん亡くなられたんですね。
残念ですね」と皆さんが話されてい
たと聞きました。家内はボランティア
で保護司や青少年相談員、お茶の先
生・お花の先生等いろんなことをして
おり、現役の頃皆さんにお世話になっ
たようで、そういう方々が残念がっ
て、家に訪ねて来てくださいます。

　私は趣味を全部やめて介護をして
おりましたが、いつまでも悲しんで
いるわけにもいきませんので、８月
の初盆が終わった後９月頃から会社
の後輩ＯＢ達とか、地域の皆さん方
に誘われ、ゴルフを始めたり、10年
近くやっていた水彩画を再開したり
しています。また、地域の皆さんか
らグラウンドゴルフを勧められ月・
水・金と今日も行ってきましたが、そ
んなことをして過ごしています。
　寂しいのは夜です。夜1人でいる
のは本当に寂しいです。炊事、洗濯
等々は2年弱やっていましたのでそう
気になりませんが、食事が非常に辛
いです。それも自分なりに努力して
今後やっていくしかないのですが…。
いろいろ申し上げましたが、これから
は家内の供養を重ねながら、また自
分の体調も十分気を付けて過ごして
いきたいと思っております。
　今日はお招きいただきありがとう
ございました。



　当院緩和ケア病棟では、毎年１回
寿司職人『小林一三さん』のご協力
でお寿司会を開催しています。外食
する機会が少なくなった患者さん
に、本格寿司を味わっていただこう
と企画して、病院職員の知り合い
だった小林さんが賛同くださり、今
年度で5回目となりました。
　できる限り沢山の患者さんに食べ
ていただけるよう患者さんに合わせ
て、小さな握りやネタをたたいて食
べやすくしたものなど、工夫をこら
して握ってくれます。

　当院では、地域の方々、医療者に向
けた「お達者サロン」を昨年６月より
全10回で開催しております。
　今では２人に１人ががんに罹患する
と言われる時代です。がんと闘いなが
らもよりクオリティーの高い生活を住
み慣れた町で行っていただくために、
どのようなサポートができるかを知っ
ていいただこうと企画しました。
　残り３回となりましたが、がん・緩
和ケアについて興味のある方、お気軽
にお越しください。

鮨 割烹　一
いち

三
ぞう

店長 小林 一三 氏

　日頃は食欲のない患者さんも、目
の前で職人さんが握ってくれる寿司
は大好評！　４階病棟談話室に響く
小林さんの「いらっしゃいませ！」
の掛け声と美味しいお寿司に患者さ
んの食も進みます。

日程 テーマ 担当者

１月15日 『自分らしく生き抜くために！』 緩和ケア病棟看護師

２月19日 『家族ケア』 臨床心理士

３月18日 『ボランティアとは』 ボランティア

“お達者サロン”のご案内

ボランティアだより

会場 那珂川病院／4階病棟�談話室

時間 第3金曜日／13時～13時30分

問い合わせ ボランティアコーディネーター　山下 公
ひろ

子
こ

当院緩和ケア病棟では随時ボラ
ンティアを募集しています。
興味のある方、ぜひ一度お気軽
にご連絡ください。

節分会
を開催



那珂川病院では毎月第３土曜日10：30〜11：30に当院5階研
修室において、院内・院外の講師による健康教室を開催してい
ます。皆様お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。

第50回  平成28年2月20日(土)　
              那珂川病院　リハビリテーション部　東納 嘉寛
　　　「認知症を予防しよう」
第49回  平成28年1月16日(土)　

              緩和ケア医長　大国 貴史 （医師）

　　　「尊厳死ということ」

第48回  平成27年12月19日(土)　　
 看護師長　中塚 佐智子

「感染症まるわかり 〜愛する人を守りましょう〜」

第47回  平成27年11月21日（土） 　
 内科医長　立元 貴 （医師）

「糖尿病まるわかり」

第46回  平成27年10月17日（土）   
 那珂川病院　栄養部　吉田 奈美

「食を通じた健康づくり
 〜塩分の最新情報と成分表示の見方を知ろう〜」

第45回  平成27年9月19日（土） 　
 那珂川病院　救急部長　福永 昌幸 （医師）

「そばにいるあなたが主役です
  〜BLS(一次救命処置)〜」

　糖尿病は生活習慣病の代表的な病気です。当教室では糖尿病の基礎的
な知識について糖尿病療養指導士はじめ、各分野の担当者が豊富な知識
を用いてご説明いただいております。
　糖尿病の方とそのご家族、または糖尿病ではないが話を聞いてみたいと
思われる方、お気軽にご参加ください。

那珂川病院
健康教室へのお誘い

糖尿病教室

第44回  平成27年8月8日（土） 
 放射線部　主任　松本 純一 (診療放射線技師)

「放射線検査あれこれ」

第43回  平成27年7月18日（土）
 回復期リハビリテーション部長　古賀 善彦 （医師）

「笑いは百薬の長」

第42回  平成27年6月20日（土）
 地域連携室　橋本 理絵 (社会福祉士)

「退院、その先の施設について」　

第41回  平成27年5月16日（土）
 内科医長　筒井 伸一 (医師)

「"たまーに"行列のできる胃腸相談所①
  〜ピロリ菌一掃大作戦〜」

第40回  平成27年4月18日（土）
 皮膚・排泄ケア認定看護師 青木麻里

「五感を刺激して快適生活
  〜全身(皮膚など)に関する雑学〜」

第39回  平成27年3月14日（土）
 副院長　大内田 敏行 （医師）　

「賢い健診のすすめ」　

第38回  平成27年2月21日（土）
 二日市中町病院　薬剤部主任　中川 久美子 (薬剤師)

「お薬手帳を活用しましょう」　

について

約30分程度の教室です。詳しくは、外来スタッフにお尋ねください。

〈平成27年度開催分〉

〈平成28年前期開催分〉

毎月第1・第3水曜日　10:00～　10番診察室にて　参加費無料
▼日程　　 ▼内容
1月20日 糖尿病とは？
2月  3日 食事について　①糖尿病食事療法の基本
2月17日 糖尿病と検査について
3月  2日 糖尿病の合併症及びフットケアについて
3月16日 運動療法について
4月  6日 糖尿病薬物療法について
4月20日 食事について　②間食・アルコール



那珂川病院では当院血管外科、竹内一馬医
師が中心となり、定期的にフットケアミー
ティングを開催しています。

フットケアに興味のある医療・介護関係者、
義肢装具士、その他フットケア関係の方な
ど...糖尿病や足病にご興味のある多数の
方のご参加をお待ちしております。

◆平成28年開催予定

日時：平成28年4月14日（木） 19：00〜21：00
場所：那珂川病院 5階 研修室
講演❶

「皮フ科医目線のフットケア」
 高山 かおる 先生
講演❷

「合併症を起こさない糖尿病薬の使い方」
 立元 貴 先生 （社会医療法人喜悦会那珂川病院 内科医長） 

◆平成27年開催実績

第10回  那珂川フットケアミーティング
日時：平成27年9月11日（金） 19：00〜21：00
場所：那珂川病院 5階 研修室
講演❶

「糖尿病・リウマチ・外反母趾患者に対しての
 フットケアのポイント」 
 有薗 泰弘 氏（NPO法人  足もと健康サポートねっと）  
講演❷

「フットケアに役立つ糖尿病性神経障害の基礎知識」
 出口 尚寿 先生

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学 助教）   

第9回  那珂川フットケアミーティング
日時：平成 27年 4月16日（木） 19：00〜20：50
講演❶

「2型糖尿病治療戦略〜合併症予防のために〜」 
 阿部 一朗 先生 (福岡大学筑紫病院  内分泌・糖尿病内科）

講演❷
「天神会における足病変治療とフットケアの院内連携・地域連携」 
 〜足病変患者：医師はどうみる？ 看護師はどうみる？〜 
 石橋 理津子 氏（社会医療法人天神会新古賀クリニック糖尿病センター師長）  

後援：NPO法人  足もと健康サポートねっと  

フットケアミーティング
のご紹介

那珂川

（済生会川口総合病院皮フ科部長　
 東京医科歯科大学院皮フ科学教室特任講師） 



　新年あけましておめでとうございます
　当院は平成 26 年 3 月末に医療法人杏竹会二日市
中町病院を、社会医療法人喜悦会グループの一員と
して譲り受け新しくスタートいたしました。
　新病院をスタートする際に、病院名は諸事情によ
り旧病院名のままで引き継ぎました。しかし、その
後 1 年間病院を運営する中で感じましたことは、当
院が喜悦会グループの病院に経営が移譲されたこと
が地域住民の皆様にほとんど知られていないこと、
また内部的には施設内設備にも問題があること、さ
らには病院名が変わらないことで職員のモチベー
ションが上がらないこと等、早急な経営改革の必要
性に迫られました。そこで平成 27 年 4 月にトップの
決断により、以下の改善策に取り組みました。その
主体は病院名の改称でした。
　具体的には①平成 27 年 9 月 1 日付で病院名を改
称すること、それに伴い②病院内のリニューアルを
実施する（正面玄関廻り、待合室、受付窓口、トイ
レ等）③患者さんの受け入れ体制を万全にするため、
医療機器の更新、医師を中心としたスタッフの強化・
充実を図る④効果的な広報活動（屋外広告等）を実

施する⑤地域医療機関・介護福祉施設を対象にした
広報活動を強化（広報部門の新設）すること、の 5
項目でした。
　関係者のご協力により、以上のことは 8 月末日に
ほぼ実現でき、9 月 1 日付で新病院名「ちくし那珂
川病院」としてスタートすることができました。なお、
当院の概要をご紹介しますと、1 階には受付・外来
診察室・リハビリテーション室・内視鏡・レントゲ
ン室の各施設があり、2･3 階は療養病床 87 床、4 階
には一般病床 24 床を配置しております。
　グループ内での唯一療養病床を持つ病院です。今
後当院は、病床の特色を充分に発揮し患者さんの入
院環境改善に努力してまいります。
　いよいよ今年 4 月から 3 年目に入ります。厳しい経
営状況が続いておりますが、今回の改善策の実行を
機に地域住民の皆様から信頼される病院として、ま
た周辺の医療機関、介護福祉施設とも緊密な連携を
計りながら、良質な医療・介護の提供を目指して職
員一同、さらに努力邁進してまいる覚悟でございます。
　今後共皆様方のご指導、ご協力をお願い申しあげ
ます。 

事務局長　永沼宏道

ちくし那珂川病院と病院名を改称いたしました

二日市中町病院は

▼玄関

▼待合室▼リニューアル後の病院全景
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【交通】 西鉄バス系統番号4番・47番・62番・620番 「那珂川病院前」下車すぐ　■駐車場150台 平成28年1月1日現在

常 勤 医 師 診 療 担 当 表
　医師名 　　　　担当領域
下川　敏弘（院長） 外科・呼吸器外科
大内田　敏行（副院長） 放射線科
吉村　寛志（副院長） 外科・消化器外科
大国　貴史 緩和医療・外科・漢方内科
古賀　健資 外科・健診科
熊澤　浩明 外科・消化器外科
福永　昌幸 外科・麻酔科
古賀　善彦 外科・リハビリテーション科
齊田　光 整形外科
竹内　一馬 血管外科・循環器内科
中本　守人 脳神経外科
筒井　伸一 内科・消化器内科
安藤　智恵 内科・循環器内科
藤澤　正寿 内科・腎臓内科・人工透析
立元　貴 総合内科・糖尿病内科
犬塚　貞明 緩和医療・外科
月江　教昭 緩和医療・循環器内科

 当院のリハビリテーション部には、基本動作能力の回復を図る「理学
療法」、応用動作能力と社会的適応能力の回復を図る「作業療法」、言語
機能、摂食・嚥下機能の回復を図る「言語聴覚療法」の3部門があります。
平成27年12月1日現在で理学療法士19名、作業療法士19名、言語聴
覚士3名が在籍しております。リハビリテーション関連施設基準は、本
体のリハビリテーション部が「脳血管疾患等Ⅰ」「運動器疾患Ⅰ」「呼吸
器疾患Ⅰ」、回復期リハビリテーション病棟が「回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料1、体制強化加算、充実加算」「医療機能評価機構リハビリ
テーション（回復期）認定施設」と充実した内容となっております。

 それぞれの療法士が、急性期医療を行う「外来・一般病棟」、回復期医
療を行う「回復期リハビリテーション病棟」、緩和医療を行う「緩和ケア
病棟」、在宅でのリハビリを行う「訪問リハビリテーション部門」に配属
され、患者さんの状態に合わせた適切なリハビリテーション医療を提供
できるように、各スタッフがチーム医療に取り組んでおります。

 また関連施設の「ちくし那珂川病院」に理学療法士2名、作業療法士
1名、「デイサービスセンター清和」に理学療法士1名、「有料老人ホーム・
オレンジハウス清和」に理学療法士1名が配属されており、医療から介
護まで幅広くお役に立てるように頑張っております。
　外来・入院の患者さん、在宅やデイサービス・老人ホームの利用者の皆
さんに、より良いリハビリテーション医療を提供できるように、スタッ
フは認定療法士などの資格取得、さまざまな研修に参加するなど自己研
鑽に励んでおりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 文責　リハビリテーション部主任　我那覇 宗浩

リハビリテーション部の紹介

▲ADL_調理訓練室

▲PT訓練室


