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「人生最後まで生き活き と･･･」の願いを
こめた新緑のシンボルマーク。
そして順養会とは「一人一人がもってい
る生命を寿命まで全うす るよう、医道に
よってお 手伝いをさせていただく」 とい
う想いを込めています。

「和温療法」をご存知ですか？
先日、日本経済新聞に「厚生労働省の専門家会議で、医
療用に特別に開発されたサウナを使って心機能を高める
鹿児島大の「和温療法」を、慢性心不全治療の高度医療と
して認めることを決めた。」との記事が掲載されました。
健康な方には、心身のリラックス効果や疲労回復に有用
である温水浴・サウナ浴ですが、これらは心臓の機能が健
全でない方には不適とされ、特に重症心不全では利用し
てはいけないとされてきました。それは、過度の負担が心
臓にかかるからです。一方、医療用に特別に開発されたサ
ウナを使用した場合では、脈拍数や血圧の変化はわずかで、体温の上昇に伴って主に心臓が送り
出す血液量が増加することで、安全に心臓へ適度な負荷を生み出します。
さて、当院の温浴室にも医療用サウナがあることをご存知でしょうか！？
この器械は、記事に掲載されている鹿児島大のサウナと同じものです。加
えて麦飯石温泉施設もあり、さらに水分補給の為には麦飯石ミネラル水の
給水器が設置されております。カルキや雑菌などを吸着除去して、カルシウ
ム・鉄等が水中に溶出した清潔でおいしいミネラル水で水分補給を行うこと
が出来ます。
一度、これらをご利用されてみてはいかがでしょうか。

トピックス
敬老会、院内お誕生会を開催しました。
病棟外壁防水・塗装工事完了しました。

咳エチケットにご協力下さい
咳症状のある場合は、マスクをつけましょう
使用後のマスク等は、放置せずすぐにゴミ箱へ
こまめに手洗い・うがいをしましょう

ノーズピースを鼻の形に

アゴまでしっかり覆って

しっかり合わせていますか？

いますか？

高齢者等インフルエンザ予防接種のお知らせ
高齢者等インフルエンザ予防接種（市町村による料金補助あり）
対象者：①65 歳以上の方
②60～64 歳の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能に障害があり、身体障害者手帳 1 級を有する方
※住民票が、宮崎市・国富町・綾町にある①②該当の方
接種自己負担：1,000 円（生活保護受給者：無料）
1 回のみ
委託契約期間：平成 24 年 10 月 9 日～平成 24 年 12 月最終診療日
（当院の最終診療日は、12 月 29 日ＡＭです）
※住民票が、宮崎市・国富町・綾町以外にある①②該当の方
接種自己負担：各市町村により料金が異なります。
（院内掲示参照）
委託契約期間：各市町村により期間が異なります。
（院内掲示参照）

（注）64 歳以下の方は、医療機関の定める接種料金となります。

じゅんよう

通所リハビリテーション

もり

順 養 の杜より

秋風が気持ちのいい季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
さて、ここ順養の杜は、体はもちろん心も元気になる、笑い声あふれる場です。午前中には集団体操、
午後からはグループ活動を行っており、これらの時間を利用して様々な運動を行っております。また
運動だけではなく、脳の活性化に繋がる脳トレーニング、食事前は誤嚥(ごえん)を予防するための嚥
下体操(えんげたいそう)や発声練習等も行っております。その他にも、作業活動として切り絵や絵画
などの作成も好みに合わせて楽しんで頂いております。
日々の生活がよりハツラツ！元気なものとなるよう、職員一丸となって支援させて頂きます。

ボール体操を行っている様子

鏡を使った嚥下体操
切り絵の作品

グループホーム

マザーハウスより

秋風が時折、寒さをも感じる季節になりましたが、マザーハウスの皆様はお元気に過ごされています。
8 月の夕涼み会では、まだ 2 回目で職員のほうがドタバタと慌てる場面もありましたが、参加してくださ
った利用者・ご家族・ボランティアグループすみれ会・六日町子供会の方とたくさんの方に助けられ、実施す
ることができました。ご協力下さった皆様、本当にありがとうございました。残念ながら都合のつかなかっ
た方々、ぜひ来年はお待ちしております。
最近では、本庄小学校 6 年生の訪問があり、「認知症サポーター講座」
を開催し、子供たちに少しだけです が、認知症について勉強していただ
きました。講師は認知症キャラバンメイト養成研修終了の職員を中心に行
いました。利用者様からも「あなたたちが社会に出て頑張ってくれる事を
祈っております」とお礼を言われ、和やかに楽しい時間を過ごすことがで
きました。
これか らもマザーハウスの全員で、 いろいろな事を考え取り組んで行きたいと思いますので、 よろしく
お願い致します。

《お知らせ》

入 居 者 様 募 集

マザーハウスの特色は①費用が安いこと ②全職員長く勤務して
いる事 ③病院併設の為、夜間休日でも安心して治療が受けられる
こと ④入居者様の出入りがほとんどなく、寿命まで介護させて頂け
る事などです。入居希望や問い合わせなどお気軽にご連絡下さい。
自由にいつでも見学をして頂けますのでどうぞお出で下さい。
お待ちしております。

病院理念
人としての誠 実さと医療人としての実力を高め、 健康上の不安
と安心を患者さまと共有します。

当院をご利用の皆様へ（患者様の 7 つの権利）
●患者さまは、どのような病気でも公正で差別のない医療を
受ける権利があります。
●患者さまは、人間 としての尊厳 と安全に配慮した医療を受
ける権利があります。

基本方針
●医療・看護・介護のトータルケアを目指し、心のこもった良質な
ケアで地域の皆さまの健 やかで明るい 暮らしに貢献いた しま
す。
●地域 の中核 病院 として、 患者 さまの ニーズ に即 応 したＱＯＬ
（生活の質）向上のた め、ＥＢＭに基 づいた良質 の医療を目指
します。
●他の医療機関や保 健・福祉及 び各施設、ご家族との連携を推
進し、患者さまを中心とした全人的チーム 医療を目指し、トー
タルベストクア、ケアに努めます。
●患者さまの権 利を尊重 し、患者 さまが、 安心して快適 な入院
生活をお過ごしいただけますように、職員一同取り組みます。
●心のこもった行 動を柱とし、地域の重症 患者さまの医療を担
う役割を持つ医療機関の構築を目指します。

●患者さまは、ご自身の医療について、その目的・方法・内容・
危険性・予後・病状経過などについて分かり易 くて、十分
な説明を受ける権利があります。
●患者さまは、説明を受け納得されたうえで、ご自身が医療
を受ける権利、あるいは拒否する権利があり ます。
●患者さまは、 ご自身 が受 けてい る医 療について他 の医師
の意見を聞く権利があります。
●患者さまは、 ご自 身が受 けて いる医療 につい て知 る権利
があります。
●患者さまは、ご自身 に関す る個 人の情報 やプライバシー
が守られる権利があります。

医療法人社団 順養会 海老原病院
〒880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 4365
地域連携室担当：松崎、戸高
T E L ： 0985－75－2115（代表）
ソーシャルワーカー：谷口
F A X ： 0985－75－2168
ケアマネージャー：照屋
ホ ー ム ペ ー ジ : http://www.junyoukai.or.jp/
ﾒ ｰ ﾙ : ebihara@junyoukai.or.jp
診 療 科： 整形外科 ・ リハビリテーション科 ・ 皮膚科 ・ 内科 ・ 外科 ・ 呼吸器科 ・ 胃腸科 ・ 泌尿器科
診療時間： 【平 日】 午前 8：30～12：30 午後 1：30～5：30
【土 曜】 午前 8：30～12：30
【休 診】 土曜日の午後、日曜日、祝祭日、年末年始

併設施設
グループホーム

マザーハウス

ＴＥＬ：0985-75-1414
（担当：片岡）

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 順養の杜

TEL:0985-75-2115 内線 39
（担当：田河）

