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理念
■必要不可欠
「地域と生きる」
「地域を生かす」地域において必要不可欠な存在であること。
「あると便利」ではなく「ないと困る」組織作りを目指します。

基本方針
■全人的医療の提供に努めます。
説明と同意のもとに、個々の皆様の病状や人生観に合わせた尊厳ある医療を目指します。
■医療の選択性の確保と総合支援
皆様がご希望される医療機関等へのご紹介や、介護福祉関連サービスが継続して受けられる
よう支援いたします。
■地域ネットワーク
地域における医療・介護・福祉の連携活動、交通事故重度障害者の支援事業、福岡県の介護
予防事業、久留米市の包括支援事業などに対して、積極的に参加し支援していきます。
■自己研鑽
チーム医療を駆使した最新医療を提供するため日々自己研鑽に努めます。

2022 年の新年を迎えて
【新型コロナウイルスに関するワクチン接種】
2022 年の新年を迎えました。まずは、あけましておめでとうございます。
昨年は、オリンピックイヤーでしたが、総じてデルタ株、オミクロン株といっ
た新型コロナのニュースで 1 年が終わったような気がします。今年もしばらく
は同じような状況が続きそうです。 日本でも３回目の新型コロナワクチン接
種が予定されています。皆さんのところにも接種券が順次送付されてくると思
います。 久留米市におけるワクチンの種類に関しては、感染症協力医療機関に
はファイザー社製、その他の医療機関（久留米リハビリテーション病院も含む）
にはモデルナ社製のワクチンが統一して割り当てられることになっています。
どちらが良いかはわかりませんが、報道によると今までと異なった種類のワク
チンを打っても効果はあまり変わりないか、むしろ抗体価は高くなるとの評価
もあります。有効性も然ることながら、1～2 回目のワクチンで副反応が強かっ
た人については 3 回目は別の種類のほうが良いかもしれません。最終選択は皆
さんが決めてください。医師でもわかりません。
今後、飲み薬も開発され、治療の選択肢は多くなりますが、効果に期待が持て
るかどうか、現時点でははっきりしていません。 「リスク軽減率が〇〇％」
「重
症化を〇〇％減少させた」などといった表現は全く当てになりません。たとえリ
スク軽減率が 90%であっても実際の予防効果は 10％以下であることもあります。
本来、治療薬の効果は「〇〇％の人に効果があった」と表現されるべきですが、
そのように表現されることはありません。統計学の話ですので少し難しいです
ね。
さて、年末年始にかけて、予想通り新型コロナ陽性者が徐々に増えてきていま
す。年明けの 2 週間くらいで、いわゆる第６波のピークが予想できるのではな
いかと思います。イギリス・レスター大学呼吸器学科のジュリアン・タン教授は、
「私の直感では、オミクロン株はコロナが人体に適応し、より弱い症状を引き起
こし始めた最初の段階」だとし、オミクロン株はコロナが風邪のようになる前段
階にさしかかったと話しています。つまり、感染力は増したかもしれないけれど
毒性は急速に低下しているということです。それでも注意して生活していくこ
とに越したことはありません。
繰り返しますが、久留米リハビリテーション病院ではモデルナ社製です。ワク
チンの納入時期が確定したらすぐに病院外来窓口でお知らせします。
正しく恐れて正しく予防しましょう。

【むつみ小規模多機能型居宅介護施設からのご挨拶】
介護保険による在宅支援サービスの中で「地域密着型サービス」という制度が
あります。 「できる限り住みなれた地域で生活が継続できるように、市町村指
定の事業者が地域住民に提供するサービス」と定義されています。 「むつみ小
規模多機能型居宅介護施設（以下：むつみ）」もその中の一つです。
この施設は在宅療養を支援する施設であって、長期入所施設ではありません。
また、「むつみ」が、他の小規模施設と異なる点は、久留米リハビリテーション
病院の入院治療―外来―在宅療養の線状に位置づけられており、病院の外来に
隣接していることです。このようなところは、ほかではあまり見かけられません。
当院では、病気を複数抱えていたり、病状が不安定でいつ具合が悪くなるかわ
からない利用者に対してすぐに対応できるように、当初から病院外来に隣接し
ています。ほかの小規模施設はほとんどが医療機関からは独立した形で運営さ
れているため、医療度の高い利用者に対応することが難しいし、緊急的に医療機
関への受診が必要な場合は、ご家族が同伴して受診しなければなりません。
当院の場合は、
「むつみ」スタッフが状況に応じて外来スタッフと連携してい
ますので、緊急の際はご家族に連絡後、ただちに当院外来での対応が可能であり、
必要に応じて迅速に入院治療への移行も可能です。軽い肺炎や傷の処置なら入
院せずに「むつみ」での連泊や通所を利用しながら外来治療での対応も可能です。
感染防止対策もおおむね確立しています。
「むつみ」は、ヒュッゲ ヤマモト
の中の施設であり、在宅療養中の高齢者（要介護Ⅰ以上）の健康管理とご家族の
サポート役として在宅療養の継続を支援していきます。今年 2 月 1 日からは、
外来の「志波マユミ」マネージャーが、
「むつみ」の新たな管理者として異動し
ます。その他のヒュッゲ施設との交流などを充実させ、制度上の制限はあります
が、できるだけ施設内に閉じこもることなく、
「地域の中でのケア」を実現させ、
かつ、より安全安心な全人的ケアを提供していけるよう努めていきたいと考え
ています。
2022 年 1 月 11 日

病院長

柴田

元

おせち料理の紹介
お正月といえば、
「おせち料理」。当院では、毎年元旦におせち料理を提供しています。
定番おせち料理を少量ずつお弁当に詰め込み、彩りよく、見た目から食欲をそそるような内容になっています。
おせち料理には由来があり、色々な願いが込められた食材や料理を食べて今年も健康に過ごしたいものですね。

献立
◆赤飯
◆祝い膳
ぶりの照り焼き かまぼこ
伊達巻き がめ煮 ふきの土佐煮
南瓜の含め煮 海老の旨煮
白和え 数の子和え 黒豆
栗きんとん 市松羊羹
◆すまし汁

毎年工夫を凝らしたメニューを考案してくれています。入院中でも季節感が味わえるのは良いことですね。
おせち料理だけでなく、毎月行事食や選択食(2 種類の料理からお好きな方を選べる日)も実施しています！

嚥下調整食の紹介
当院では、おせち料理に噛む力・飲み込み力が弱くなった方に「やわらか食・ムース食」を提供しました。
本来であれば、キザミ食で提供していますが、やわらか食やムース食を使用することによって、見た目・味もよ
く、安全に食事を楽しむことができます。
朝食はお雑煮にさっくりお餅、昼食は野菜や卵のムース食を使用しました！
筑前煮の代わりに煮物

伊達巻きの代わりに卵ムース

(れんこん、にんじん、しいたけ)

餅のかわりにさっくりお餅
もち粉と魚肉・卵白を使い、
お餅の風味を出した商品。
歯切れもよく、安全に食べること
ができます！

れんこんは穴まであって、見た目から
ムース食とは判断できないですね。
色も鮮やかで見た目から楽しめます！

※在宅で、やわらか食・ムース食を

安心・安全に歳をとってもおいしく

ご検討の方は、栄養士までご連絡下さい！

食事を楽しみたいですね！

～農作業訓練のご紹介～

当院の畑で農作業訓練しませんか？
当院では、入院されている患者様に対して、自宅で畑
作業が必要な方のために、リハビリの一環として畑作業
訓練を行っています。
現在は雑草抜きと土を耕すことが主ですが、将来的に
は野菜などを植えてきたいと思っています。
畑作業は重労働ですので、高齢になれば無理な姿勢で
腰や膝を痛めたり、時には作業中に骨折してしまうケー
スも見受けられます。 訓練では、その方の身体機能面
から畑作業を行う適性を判断したり、ケガをしない体の
使い方などを指導していきます。
普段は毎週、作業療法士が畑のコンディションを整え
ています。 ご興味がある方は是非相談してください！

新型コロナワクチン（３回目）の接種を開始します。
開始時期：２月中旬頃の予定（決まり次第、ご案内します）
接種日時：月・水・金

午後 2:00～

予約制

注意事項：◇３回目の接種を受ける方のみが対象となります。
◇１・２回目の接種を希望される場合は、久留米市までお問い合わせを
お願いいたします。（当院では接種できません。）
◇予約時点で３回目の接種券が必要となります。
まだ郵送されてきていない方は接種券を受取り後に予約可能となります。
◆当院ではモデルナ社のワクチンとなります。ファイザー社ではありません。
（お問い合わせ先）
久留米リハビリテーション病院

0942-43-8033

来院時はマスク着用のうえ、検温にご協力願います。
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院 長
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整形外科

泌尿器科
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井か

膠原病
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内分泌
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予防接種

※14 時～

予防接種

予防接種

日祝

休 診

※第 3 週

※青字 は予約制ですのでご注意ください。※外来リハビリテーションは午後も行っております。
（予約制）
※健康診断、予防接種は午後のみとなっております。（予約制）
※午後の診察はおこなっておりません。（火曜の皮膚科、急患の場合は除く）

※急患及び紹介の場合は午後でも診察は行っています。
※ご不明な場合はいつでもお問い合わせください。

季節のレシピ～お正月のお餅を使ったアレンジレシピ～
③の参考図

餅の豚肉白菜クリーミー煮(4 人前)
材料：角餅 3 個、豚バラ肉 300g、白菜 1/4 株、スライスチーズ 8 枚
酒 50ml、水 50ml、塩・粗挽きこしょう 適量
作り方
① 餅は半分に切り、さらに厚さ 5mm に切る。
② 白菜の葉と葉の間に豚バラ、チーズをはさむ。
③ 鍋に②を敷き詰める(右に参考図あり)。
④ 餅をまんべんなく差し込み、酒と水、塩こしょうをし、
蓋をして 20 分弱めの中火で煮れば完成！

もちもちチヂミ(2 人前)
材料：角餅 1 個、豚こま切れ 100g、玉葱 1/4 個、ニラ 1/3 束、キムチ 50g
生地(水 100ml、薄力粉 100g、卵 1 個、鶏ガラスープの素 小さじ 2)、
ごま油 大さじ 1
作り方
① 玉葱は薄切り、ニラは 3cm 幅に切る。餅は薄切りに。
② ボウルで生地の材料を混ぜ、①と肉、キムチを加え混ぜる。
③ フライパンにごま油をひいて、②を流し入れ、両面焼いて完成！

医療法人かぶとやま会
久留米リハビリテーション病院
〒839-0827

久留米市山本町豊田 1887
TEL：0942-43-8033 FAX：0942-45-0388
ＨＰ： https://www.kurume-reha.or.jp

e-mail： k-reha@kurume.ktarn.or.jp

〈編集後記〉
明けましておめでとうございます。
昨年は１年遅れで東京オリンピックが開催されましたが、
今年も 2 月の北京冬季オリンピック、5 月には世界水泳
が地元福岡で行われます。その後も 7 月の世界陸上、そ
して 11 月にはサッカーW 杯が開催予定です。
楽しみなイベント満載の 2022 年が皆様にとって良い年
になるように、一日一日を大切にお過ごし下さいね。
本年も、どうぞ宜しくお願い致します。

