
病院理念

1.JCHOの方針に基づいた地域医療への貢献

模範的診療を推進し、地域の保健・医療・介護・福祉文化に貢献する。

2.良質かつ適切な医療

地域が必要としている高次医療の診療体制を整備し、「病む人の気持」をくんだ心の
こもった医療を提供する。

3.健診事業の充実

生活習慣病等の健康診査を積極的に行い、健康の保持増進に寄与する。
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～JCHO 移行後 3 ヶ月を経過して～  

事務長 宝蔵寺 義弘 

 

（公設民営型から公設公営型に） 

既にご案内のとおり、当院は平成 26 年 4 月 1 日より社会保険病院から独立行政法人地域医

療機能推進機構（JCHO：ジェイコー）のグループ病院となり、名称も「伊万里松浦病院」に変

わりました。 

移行後 3 ヶ月を経過しましたが、あっという間の 3 ヶ月だったなというのが実感です。外見

上は看板が変わった程度で、本業の診療についても従来と変わらない体制を維持しており、何の

変化もないようにしか見えませんが、やはり民間型から公務員型に変わったということでスタッ

フに関わる部分ではかなりの変化が生じています。 

その代表的なものが各種の規程であります。これまでも民間型とはいえ公設の病院であったこ

とから、各種の規則に則って業務を行ってきたところですが、4 月以降はその縛り・制約がより

強くなったと実感しています。就業規則、給与規定、倫理規定等々、当然と言えば当然ですが、

我々はこれまで以上に、社会に対しきちんと説明ができる行動をとらなければならないというこ

とが求められています。 

（今後の展望） 

 我々が置かれた環境・立場において、その果たすべき役割・使命に対する期待は極めて大きい

ものがあると考えます。地域のニーズに沿った医療を提供するためには何をすべきか考え、実行

に移していくことが重要となってきます。 

その一つとして医師確保問題があります。患者さん方が求める医療を提供するためには医師の

確保は絶対条件です。これまでも佐賀大学医学部には医師の派遣について再三お願いをしてきま

したが、今後においても更に粘り強く継続していき、医師の充実に努めたいと考えています。 

 また、ご利用いただく患者さん方の安心・安全を確保するためにも、既に築後半世紀近くなる

建物の建替えも喫緊の課題であり、安定した経営のもとで、早期に着手できるよう努力していか

なければならないところです。 

 患者さん方、地域の皆様のご期待に応えるべく、職員一同これまで以上に努力して参りますの

で、今後とも皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。 

（新病院名の意味するところ） 

 前出のように病院名が「社会保険浦之崎病院」から「伊万里松浦病院」に変わった訳ですが、

この病院名には我々のいろんな思いが詰まっています。 

 その一番の意味として、JCHO の理念である「地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢

社会における地域住民の多様なニーズに応え、地域住民の生活を支える」ことについて、伊万里

市に所在する唯一の公的病院として、その使命を果たすためには広い視野で地域医療を考えてい

かなければならないこと。また、伊万里湾を望む臨海地域においては伊万里市のみならず隣の松

浦市においても、当院の地域医療に果たすべき役割は大きいとの考えから、「伊万里」と「松浦」

を合わせた病院名が提案されました。折から松浦市の指定管理者制度による松浦市立中央診療所

の経営を受託していたこともあり、我々の目指すところ、地域医療に対する思いが旧 RFO（独

立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構、JCHO の前身）の理解を得、「伊万里松浦病院」と

いう名称の決定に至りました。 



 

中城院長はプライマリケア認定医(5 月 9 日認定) 

福野内科診療部長はプライマリケア認定指導医(５月１４日 

認定)となられました。 

 

＊プライマリケア認定医とは 

  ｢プライマリケア認定医｣とは、日常の生活環境やその人の健康を総合的に 

  判断し、病気の原因と処置を適切に判断し治療する医師のことです。良く 

  知られている内科や外科といった専門分野だけに限らず、病気をあらゆる 

  科の見地から総合的に診察する能力を持つ総合医として認定された医師 

です。 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

県では、看護の日（毎年：5 月 12 日）及び 看護週間（平成 26 年度：5 月

11 日～5 月 17 日）に合わせ、多年にわたり看護業務に献身し顕著な功績が

あった看護職員に対して、その功績をたたえるため、平成 26 年度「看護事業

功労者知事感謝状贈呈式」が平成 26 年 5 月 16 日佐賀県庁にて行われました。  

当院より、山口日登美看護師長が表彰されました。  

 

看護事業功労者知事感謝状贈呈式 

中城院長はプライマリケア認定医(５月９日認定) 

福野内科診療部長はプライマリケア認定指導医(５月１４日認定)

となられました。 



   

 

● 糖尿病患者様へ あし外来のご案内  ● 
  

糖尿病特有の三大合併症の 1 つである神経障害をご存知ですか？糖尿病になって

早ければ 3 年～5 年で出現すると言われています。神経障害は網膜症、腎症と違い、

自覚症状で気づくことがあります。 

症状は両側の足のしびれ、異常感覚(紙を一枚敷いた感じ、砂利道の上を歩く感じ)、

足のつりなどです。しかしその神経障害の約 54%は無自覚と言われています。とい

うことは症状がなくても神経障害が起こっている方が多いということになります。 

神経障害が進行すると、感覚の鈍さも増し、足の変形が起こってきます。 

足病変・切断予防のためには足のケア、靴の選択・正しい靴の履き方などがとても

大事になります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

あし外来では、神経障害による様々な足のトラブルを起こさないように、看護師が

予防的なフットケア（足浴、爪切り、角質ケア、保湿、日常生活の自己管理指導、糖

尿病教育など）を行っています。 

タコ、ウオノメ、爪が厚くて切れない・・など、お困りなことはありませんか？ 

個々に応じた実践指導をさせて頂いております。 
 

あし外来は医師の診察結果、「フットケアが必要」と指示が出た患者様が 

対象となります。ご希望の方は主治医までご相談下さい。 

◆ あし外来日 毎週水曜日 

◆ 時間  ① １４時～  ② １５時～ 

（ 完全予約制 １日 ２名  １人 約１時間 ） 

◆ 料金 合併症管理料として 

１割負担＝１７０円  2 割負担＝34０円  ３割負担＝５１０円 

詳細は内科外来看護師へお尋ねください。       JCHO 伊万里松浦病院 

爪切り 角質ケア 

足外来の様子 足チェック 

保湿 

足浴 

 日常生活の 
自己管理指導 



          

      糖尿病にかかる人は年々増えており、今や予備軍を含めると成人の５人に１人は

糖尿病と言われています。  

  糖尿病は治る病気ではありませんが治療を続け血糖をコントロールすること

で合併症の発症や進行を遅らせることが出来ます。  

そこで当院では患者様が糖尿病を正しく理解し治療が継続できるよう糖尿病 

教育パスを作成し取り組んでいます。 

 

                                              教育入院の対象者 

①初めて糖尿病を指摘された方 

②以前から健診などで指摘されてい  

たのに放置していた方 

                                         ③糖尿病に対する知識が不十分な方 

                                         ④血管合併症の精査が必要な方 

                                         ⑤長期にわたりＨｂＡ1ｃ７.０％ 

以上で経過している方 

                                                                     

 
 

 

 

糖尿病と言われたけどよくわから

ない 

自分の状態はどうなんだろう？  

どんな治療が必要なの？薬を飲む

と治るの？ 

今は具合は悪くないのに・・・・・？

どうもないけど・・ 

入院中は、医師・看護師・栄養士・薬剤師 

理学療法士・臨床検査技師などがチームを

組んで患者様のサポ-トを行なっています。 

教育入院こんなことをしています 

薬剤指導 

糖尿病の学習 

血糖測定 

痺れや傷はありませ

んか？ 

家族と一緒に治療食を 

試食。 

とてもおいしいです。 

 

 

 

運動指導 

足の観察 

薬の内容 

飲み方について 

自分で測れる

ように 

栄養指導 

糖尿病の治療の 

基本について学

びます 



糖尿病情報誌（糖尿病友の会さよひめ桜の会だより）           ２０１４年７月号 

 

 

 

 

  足は発汗量が多く不潔になりやすい部位です。高血糖が続いている人では免疫機

能が低下し、感染を起こしやすく悪化しやすくなります。そのため特に足を清潔

に保つ必要があります。 

 

 
  

1.必ず手で湯加減を確かめて下さい。神経障害があると足は熱さに鈍くなっていて、 

熱い湯でも気付かずにヤケドをしてしまいます。 
 

2.お風呂に入らない日も、毎日足を洗い、清潔に保ちましょう。 

 

3.足の裏や指の間、爪や爪の周りも丁寧に洗いましょう。 
 

4.軟らかいタオルやスポンジを使い、石鹸の泡でやさしく洗います。 

ナイロンタオルや軽石でゴシゴシこすると皮膚を傷つけます。 
 

5.足がふやけるほどの長風呂はやめましょう。ふやけた足は傷つきやすくなります。 
 

6.洗った後は水分をしっかり拭き取りましょう。指の間も丁寧に拭きましょう。 

タオルやバスマットは清潔なものを使いましょう。 

 

 

 

 

足はきれいですか？ 足病変の予防のために 

入浴後は足の観察もしてください。 

①タコや魚の目はありませんか？ 

②靴ずれ・水ぶくれ・傷・ひび割れなどはありませんか？ 

③足や指の間に水虫はありませんか？ 

④深爪ではありませんか？爪の周りが赤くなったり、腫れてはい

ませんか？ 

 

自分で見えにくい時は鏡で見たりルーペを使ったり、家族の人に見

てもらってください。 

また足を触ることも異常の発見につながります。

JCHO 伊万里松浦病院  看護師・佐賀糖尿病療養指導士 池田直美

足の洗い方 



新機構移行記念院内発表会が行われました 
 

平成２６年４月１日に当院で『新機構移行記念院内発表会』が開催され、

７チームの発表がありました。 

《目的》 

 各委員会の発表を設けることで、これまであまり知らなかった活動内容

を多くの職員に知ってもらうことが出来、個人の医療レベルの向上、そし

て病院全体の質の向上に繋げていくために行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１位 足外来チーム 演題「足外来活動報告」 

第２位 栄養サポートチーム(NST) 演題「NST 活動報告」 

第３位 呼吸サポートチーム(NST) 演題「RST 活動報告」 

伊万里ケーブルテレビの番組「キラっとしんきん」の

「３０秒で言ってみ店」のコーナーで、当院の紹介が

あります。 

下記の日程で７月に放映されます。お楽しみに♪ 

 

○水・土曜日：１２：１５、２１：０５ 

○日曜日  ：８：００、１３：４５、２１：４５ 



◎期 日： 毎月第３金曜日 開催
◎場 所： 伊万里松浦病院会議室 １０：００～１１：０0
◎内 容： 講義と実習 １コース４回

日 付 内 容 担 当

８月２２日
*「足とは長～いお付き合い」～健康は足のケアから～

*楽しく食事療法を続けるコツを知ろう！

看護師

管理栄養士

９月１９日
*糖尿病と薬物療法について

*自己血糖測定器を使って、血糖値を測ってみよう

薬剤師

検査技師

１０月１７日
*糖尿病の方は筋力トレーニング

*間食・外食のコツを知ろう！

理学療法士

管理栄養士

１１月２１日
*平成26年度診療報酬改定について

*糖尿病の合併症について知ろう

医事課

看護師

独立行政法人地域医療機能推進機構

伊万里松浦病院（旧社会保険 浦之崎病院）
〒８４９－４２６１ 佐賀県伊万里市山代町立岩４１７
TEL 0955-28-3100 FAX 0955-28-2744
URL http://imari.jcho.go.jp
E-mail main@imari.jcho.go.jp
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★★★ 材 料（１個分） ★★★
・蒸しパンの素 ・・・・・２０ｇ
・豆乳 ・・・・・１２ｃｃ
・トマトピューレ ・・・・・ ５ｃｃ（小さじ１）

～飾り用～
ミニトマト ・・・・・ ５ｇ （１粒）
水 ・・・・・ 適量
マービーシロップ ・・・・ 少量
ミントの葉 ・・・・・・ １枚

★★★ 作り方 ★★★
①ボールに豆乳とトマトピューレを入れ、よく混ぜ合わせる。
②蒸しパンの素を加え、粉っぽさがなくなるまで手早く混ぜる。
③耐熱容器又はマフィンカップに②をスプーンで流し入れ、蒸し器で１５分間ほど蒸す。

★★★ コメント ★★★
ピューレの代わりに南瓜や人参のペーストでもおいしくできます。


