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JCHOの「理念」
我ら全国ネットのJCHOは地域の住民、行政、関係機関と連携し

地域医療の改革を進め、安心して暮らせる地域づくりに貢献します。

「キャッチフレーズ」
安心の地域医療を支えるJCHO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年もあっという間に１ヶ月が過ぎました。昨年を振り返りますと、すぐ 

に思い出すのが広島市の集中豪雨と御嶽山の噴火です。天災の恐ろしさを肌身に感 

じました。大雨の際は病院内にも雨漏りがして大変でした。 

  消費税８％も痛かったですね。消費税アップと同じ４月１日に、全国の社会保険 

病院、厚生年金病院、船員保険病院が一つになって新組織,独立行政法人地域医療機 

能推進機構（JCHO；Japan Community Health care Organization  ジェ 

イコー略称）として再出発をいたしました。当院も長年親しまれてきた社会保険浦 

之崎病院を改め JCHО伊万里松浦病院として新たにスタートしました。名称が変更 

となりましたが、地域を支え、地域住民の方々に愛され、信頼される病院を目指す 

姿勢は何ら変わることはありません。今まで以上に地域医療に貢献していく覚悟で 

す。 

  昨年８月に病院の改善のために地域の代表に方をお招きし、地域協議会を開きま 

した。その際「接遇の改善」の提言があり、全職員が接遇の改善に取り組んでいま 

す。地域の皆様に信頼される病院を目指しますので、これからもどうぞよろしくお 

願いします。 

    

 

中城 博見 (なかしろひろみ)（院長） 

専門科：消化器・肛門・乳腺外科 

外来担当：毎週月・第１．２．４金曜（午前）

 内視鏡：毎週火曜・第２．４木曜 

１２月２６日 伊万里松浦病院の忘年会が開催されました 

院長挨拶



地域医療連携室のご案内

地域医療連携室の業務紹介≫

当院の地域医療連携室は、平成23年6月に設立
され、地域住民の皆様に効率的な医療を提供す
るため、また地域の先生方や介護関連施設との
連絡調整を強化し、密な医療連携を構築するた
めの業務を行っています。

１．医療機関との診療情報共有について

２．入院・転院のご依頼について

３．診療・検査等の予約について

４．返書・ご報告書の送付について

５．医療・福祉の相談について

地域の医療機関やかかりつけ医との医療連携に関する情報の収集・提供を行っています。

入院、転院のご依頼については地域医療連携室に連絡後、診療情報提供書をいただき、
当院医師へ確認し決定させていただきます。その後の受入体制の調整は地域医療連携室
にて行います。
※緊急を要する場合は、各診療科の医師へ直接ご連絡下さい。（医師間での患者さんの
病状等を確認していただきます。）その後の受入調整は地域医療連携室で行います。

紹介患者事前予約を行っております。時間予約ができる診療科とできない診療科がござ
います。予めご確認下さい。また、事前予約なしでも患者さんに紹介状をお持ちいただ
ければ受診できます。
※ご予約いただいた患者さんでも急な検査や急患等の対応で、お待ちする場合がありま
すので、ご理解のほどお願い致します。

受診、入退院等のご報告を行っております。

６．その他
当院の診療機能情報の発信や地域医療連携に係わる総会等への参加。地域・医療・福祉
に係わること全てを行っております。
ご意見、ご要望、お問い合わせ等ございましたら、地域医療連携室までご連絡ください。

地域医療連携室には患者支援相談窓口を設置しております。医療福祉の相談や当院への
苦情等も受付けております。



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

                             

副総看護師長 松本 共代

 H26 年は病院としても大きな変化がありました。病院の運営主体が変わり、独立行政法人

地域医療機能推進機構伊万里松浦病院に変わったことです。より地域医療に貢献するという、

大きな役割を担うこととなりました。もう一つは、看護課に総看護師長を迎えることが出来

たことです。柱となる核ができ、看護課としての存在感が出てきたと思います。今まで十分

とはいえなかった「教育」に力を入れています。特に新人 3 名が入職となり、新人教育を毎

月１～2 回開催していることは一番の変化になりました。次年度は、全体のレベルアップを

図るために、クリニカルラダーに添った教育を展開していきたいと思います。又、地域医療

推進の取り組みとして、訪問看護の強化が図られ、訪問看護室の整備・専任看護師の配置等、

充実した体制になりました。これからも、地域のみな様から選んでもらえるような看護を提

供していきたいと思います。 

薬剤部 
 

薬剤科長 浦川 修 

 ご挨拶   

このたび、ＪＣＨＯの理念「われら全国ネットのＪＣＨＯは  

地域の住民、行政、関係機関と連携し地域医療の改革を進め安心して暮らせるように貢献し

ます」が策定されました。これを念頭に置いて、日々の業務に努めていきたいと思います。 

 1 年を振り返って   

社会保険からＪＣＨＯになり、ＪＣＨＯを知っている人はほとんどいませんでした。難し

い課題が非常に多い状況ですが、時代の変化に対応できるよう努め、ブランド力を築いてい

かねばならないと思いました。 

 

津山副薬剤科長  

明けましておめでとうございます。 

去年の活動において、感染防止対策等につきましては、抗生剤・消毒薬の使用量を帳簿

に記録し、状況を確認しながら適正使用に努めました。 

 

梅崎薬剤師 

明けましておめでとうございます。 

去年の活動につきまして、院内のイントラネットを利用して医療安全情報の提供等の DI

活動や、ハイリスク薬一覧表を作成し院内に周知して注意喚起を行いました。 

各部署の挨拶 

看護課 

薬剤科 



 

 

 
栄養管理室長 松永 久美子

 

昨年は年女の一色があったのか、パワフルに突っ走って来たように思います。たぶん自宅よ

り病院にいる時間が多かったのではないかと。先日の誕生日にあちらこちらに散らばっている

家族が集まり、温泉旅行のサプライズがあり、普段何ひとつ妻・母らしき事を還元できていな

い私は、深く反省し、改めて家族に感謝いたしました。今年は「未年」。穏やかで人情に厚い。

安泰。平和。の意味合いがあるそうです。干支に授かり、少し肩の力を抜き、女性らしい細や

かな気配りと優しい慈愛に満ちた母の眼差しで、患者様や職員の皆様に接していきたいと思い

ます。本年も宜しくお願いいたします 

 

副臨床検査技師長 吉原 淑恵

 

 まだまだ寒い日が続きますが、体調を崩されたりしていませんか？今シーズンのインフルエ

ンザは昨年末より猛威を振るい、佐賀県の 1 月 21 日時点での定点当たりの患者報告数は

69.74 となり、流行発生警報は継続中です。日頃から十分な睡眠とバランスのよい食事を心

がけ感染対策（手洗い・うがい・マスク着用）に努め、咳や発熱などの症状がある場合は、早

めに医療機関を受診しましょう。 

 さて昨年は佐賀県の肝がん対策に基づく無料肝炎検査の増加（佐賀県は肝がんの割合ワース

ト１）、保険の適応範囲が広げられたことによるピロリ菌感染の検査の増加（内視鏡検査で慢

性胃炎）がみられ除菌療法につなげています。 

 生理検査部門におきましては呼吸器における機能検査・気道可逆性試験など年々増加してお

り慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）・喘息の早期発見・治療に貢献しています。循環器ともあわ

せ呼吸器・循環器リハビリテーション導入時や治療効果判定などにおける心肺運動負荷検査

（ＣＰＸ）も増え、患者様のＱＯＬの向上をサポートしています。 

またエコー検査においては頚動脈エコー・血管エコーなど糖尿病・高血圧・脂質異常症の治

療に貢献しています。睡眠時無呼吸検査も市内のみならず近郊からの紹介も増加しており、Ｃ

ＰＡＰ治療につなげています。 

 今年は臨床検査技師に関する法律が一部改正されることに伴い、検体採取・味覚検査・嗅覚

検査ができるようになり、厚生労働大臣が指定する研修を受講することが義務付けられまし

た。また患者様向けの臨床検査説明･相談ができる臨床検査技師育成講習会も実施され、これ

により必要な技術および知識を習得し、臨床検査技師のチーム医療参画の質的向上を図って参

りたいと思っております。               

栄養管理室 

臨床検査科 



リハビリステーション科 
 

理学療法士長 神田 真一 

 

 昨年、当院は伊万里松浦病院と名称変更いたしておりますが、当リハビリテ

ーション科も同時に、作業療法部門の開設という大きな変化がありました。経

験豊かな作業療法士が我々の仲間に加わり、当院リハビリ部門として、より幅

広くリハビリテーションが提供できるようになっております。地域の皆様に少

しでも多くお役に立てるように今後も努力してまいります。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

放射線科 
 

診療放射線技師長 平田英樹 

 

現在の放射線科は、５名の診療放射線技師で業務を行なっております。 

院内業務では、一般撮影・ＣＴ検査・胃透視・注腸・マンモグラフィ－・骨

塩定量検査等を実施しております。また、人間ドック、生活習慣病健診をはじ

め特殊な塵肺・石綿・船員健診等も実施しております。院外では健診車２台を

有し、佐賀県・長崎県内の事業所を巡回して健診（胸部撮影・胃透視）も実施

しております。 

健診の昨年の年間実績数は、胸部撮影 20,154 名、胃透視 10,001 名、マン

モグラフィ－728 名、骨塩定量検査 239 名の実施となっております。（マンモ

と骨塩は院内実施のみ） 

昨年 4 月より地域医療推進機構に移行となり病院名も伊万里松浦病院にかわ

りました。放射線科一同、地域医療に貢献できるように日々精進し、安全で安

心してお受けいただける検査を提供していきます。今後とも宜しくお願い致し

ます。 

リハビリテーション科 

診療放射線科 



  
管理課長補佐 平山 隆一 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は当健康管理センターをご利用いただきありがとうございました。 

当健康管理センターは施設内健診はもとより、巡回健診車を稼働させ佐賀県全

域と長崎県の事業所（約 1,100 社）の健診を実施、多くの受診者・事業所から

信頼を得ています。また、胃部内視鏡検査、婦人科検診、オプション検査等の

希望も多く、施設内健診が増加しました。本年 12 月には労働安全衛生法に基

づく「ストレスチェック制度」が導入されます。健診事業所等からの問い合わ

せに対応できるよう準備をすすめていきます。 

今後も地域皆様の健康保持増進にお役に立てるよう邁進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務長補佐（総務企画） 吉富 章三 

新年あけましておめでとうございます。独立行政法人地域医療機能推進機構

（JCHO）として、初めての新年を迎えることができたのも地域住民の皆様の

ご理解の賜物と感謝申し上げます。また、移行の際は、浦之崎病院から伊万里

松浦病院と名称変更による混乱を生じさせてしまい誠に申し訳ございませんで

した。 

さて、昨年を振り返ってみますと社会保険病院から JCHO 病院への移行期間

（年度末～年度初め）に要した事務作業が膨大となり、無事に JCHO 病院とし

てスタートできるのか不安で弱音を漏らすこともありましたが、なんとか平成

26 年 4 月 1 日を迎えることができました。その後は、全てが様変わりした

JCHO 規程に基づき業務を遂行しておりますが、その煩雑さに事務職以外の職

員へも動揺が広がる混乱した 1 年でしたが、今ようやく落ち着きを取り戻しつ

つあります。 

今後も、地域医療を支えていく JCHO の使命と共に、地域住民の皆様に「安

心」を提供できる伊万里松浦病院となるよう努めてまいります。 

健康管理センター 

総務企画課 



呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動について 
 

 

 

 
 

  
 
 

 

人工呼吸器装着患者に対し、最良な呼吸サポートケアの提供を目標とし平成 25 年 8 月、

呼吸ケアサポートチーム（RST）と呼吸器専門医師１名・看護師４名・理学療法士２名にて

設立しました。人工呼吸器の設定や不慣れな職員に対し、RST チームによる、人工呼吸器使

用に対する職員の再教育や人工呼吸器使用時マニュアル作成・チェックリストの再検討など

の取り組み・活動を行っています。 

RST チームの活動を通し院内での認識が確立することを目指し、今後も、積極的に活動し

ます。今後は、人工呼吸器だけではなく、ASV や NIPPV などのマニュアル作成を行なって

いきます。 

また、平成２７年２月２８日（土）にアバンセにて開催されます「日本医療マネジメント学

会 第 13 回佐賀支部学術集会」に参加し、「呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動につい

て ～よりよい呼吸ケアの提供を目指して～」として演題の発表を予定しています。 

 

呼吸ケアサポートチーム（RST）の活動について 

 

2014 年１２月 6 日・７日に開催されました、日本救急医学会認定・ICLS 佐賀大学医学

部付属病院コースに当院の看護師５名参加しました。 

「ICLS」とは「Immediate Cardiac Life Support」の頭文字を取った略語で、医療従事

者のための蘇生トレーニングコースです。緊急性の高い病態のうち、特に「突然の心停止に

対する最初の 10 分間の対応と適切なチーム蘇生」を習得することを目標としています。 

今後も、BLS（一次救命）・ACLS（二次救命）・ICLS・JNTEC・JPTEC などのコース

に少しでも多くの看護師に参加してもらうように、院内救急委員会より、啓発活動を行って

いきたいと考えています。 

 

院内救急委員会より 

 

 

入院患者の松屋マツ様が「も～うい～くつ寝ると、お正月～♪」の 

歌を唄っている時期に誕生され、今年 100 歳を迎えられました。 

おめでとうございます！！ 

12 月 29 日には友広松浦市長が来院され、お祝いの言葉と祝金・ 

表彰状が贈呈されました。「ありがたい」と両手を合わせお礼されてい 

たのが印象的でした 

御家族からも大きなバースデイケーキの差し入れがあり、100 歳 

の誕生日を盛大にお祝いされました。 

ご家族の愛情に包まれ今後も元気に療養生活 

を送っていただきたいと思います 

 

2 病棟スタッフ一同 

 



当院では今年度より院内救急委員会を発足しました。BLSが必
要な場面に遭遇した時、知識があっても、実践するのは困難かも
しれません。

そこで当院のＢＬＳインストラクターと共に全職員を対象にＢ
ＬＳ研修会や、新人研修を行っています。ボランティア活動では
伊万里保育研修での小児心肺蘇生法にも参加しています。

医師、看護師にかかわらず多職種の職員がＢＬＳヘルスケアプ
ロバイダーコースを受講し修了証を取得しています。

病院の質の向上、自身のスキルアップのため日々努力し、地域
への貢献を目標に頑張っています。

AHA Healthcare Provider BLS

～一次救急救命処置(Basic Life Support)～

次回の開催日は平成２７年４月２６日
当院会議室にてＢＬＳ＋ＦＡ（応急処置）
ヘルスプロバイダーコースの予定をしています。
ご希望の方は当院総務課までお尋ねください。

一次救命処置とは 、急に倒れたり、窒息を起こした人に対して、
その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまでの間に行う応急
手当のことです

昨年12月14日に開催された「第14回吉野ヶ里歴史公園リレーマラソン」
に当院から参加いたしました。

寒空の下晴天にも恵まれ、昨年に引き続き無事怪我もなく完走することがで
きました。ゴールタイムは、3時間7分1秒。総合順位は318チーム中68位で、
部門別(職場仲間)では25位と健闘。次大会は、3時間を切れるように頑張りた
いと思います。 健康管理センター 山口 浩一郎



 

 

 

 

 

2 月３日（火）、節分の日に糖尿病友の会「さよひめ桜の会」の“患者の集い”を開催しま

した。 

まずは中城院長のご挨拶！「今日は糖尿病について勉強するぞ！」という気持ちにさせて

頂きました。 

次は「ラッタッタ体操」！音楽に合わせ、みんなで体を動かしました。心も体もリラック

スでき、緊張もほぐれてにこやかになりました。 

ほぐれたところで、メインのカンバセーション・マップ！すごろくみたいな地図を使用し、

境遇を共にする患者さんの知識や体験から学び合います。 

「糖尿病とともに歩む」「糖尿病とはどんな病気ですか」「インスリン注射」の 3 つのマッ

プを使用しました。糖尿病という病気に対する自分の思いや考えを話し、他の方の思いや考

えを聞きました。また糖尿病という病気についていろんなカードをおりまぜながら学び、「あ

～、そういうことね」「あら～、知らなかった」「初めて知った」等など（笑いあり）。そして、

前向きな療養生活を送るため「わたしの目標」を書いてもらいました。皆さん、とても積極

的にマップに参加して頂き、私たちコメディカルも大変貴重な時間を過ごすことができまし

た。 

 集いの締めは、低 GI ごはん・６０kcal のカレー・１００ｇの野菜サラダの試食会！「低

カロリーカレーなのに、スパイスが効いてとてもおいしい」「野菜１００ｇって意外と少ない」

など、みんなで一緒においしく頂き、好評でした。 

 アンケートでは、「次回も患者の集いに参加したい」と大変うれしい結果を頂きありがとう

ございました。これからもスタッフ一同皆様の糖尿病の療養生活の支援をさせて頂きます。 

副看護師長・筑後佐賀糖尿病療養指導士 森 陽子 

◆糖尿病カンバセーション・マップを体験しよう◆ 

・日時：毎月第２・第４月曜 １０：００～１１：００ 

・場所：当院 図書室      ・参加費：無料 

・対象者：糖尿病患者様及びご家族、友人、糖尿病のことが気になる方 

 

参加ご希望の方は、１週間前までにご予約ください。ただし、飛び入り 

参加も OK です。参加人数の状況によっては、延期する場合もありますの 

で、ご了承ください。          内科外来 0955-28-3100
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糖尿病と睡眠障害 

  快適な睡眠で良い生活習慣を 

 

 

現代のストレスの多い社会では、睡眠時間が少ないことともに快適な睡眠が取りに

くい環境にあり睡眠中に糖の代謝異常が起こり、糖尿病を併発する一因となっていま

す。糖尿病の患者さんでは、心臓血管系病変、認知症、悪性腫瘍などの合併率が高く、

糖の代謝異常に伴い血管の動脈硬化が進行すると考えられます。その根本原因としま

して睡眠不足、睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群などが潜在している様です。人生の約

三分の一を占める睡眠をいかに、快適な睡眠として過ごせるかは寿命にも大きく影響

してきます。糖尿病患者さんや肥満を合併している人では睡眠時無呼吸を合併してい

る率も多く、夜間の低酸素血症により交感神経系の働きが異常亢進しており、夜間も

覚醒した状態が続き睡眠の質は悪化します。 

 快適な睡眠を得るには、どのような工夫が必要でしょうか。日中に適度な運動をす

ること、決められた時間に睡眠を取ること、睡眠導入を得やすい適度な暗さの室内環

境を作ること、逆説的ですが無理に寝ようと努めないこと、お酒はむしろ睡眠導入に

は適切ではないこと、睡眠薬や睡眠導入剤を適切に活用すること、いびきや睡眠時無

呼吸を合併している人では睡眠時無呼吸の検査を行い夜間の低酸素の合併がないこ

とを確認すること、社会貢献により生き甲斐を感じること、などが挙げられます。睡

眠不足状態が続くと血糖値が上がることは実験的にも証明されており、快適な睡眠が

糖代謝異常を是正すると考えられます。 

 糖尿病患者さんの睡眠時無呼吸を合併した人に持続陽圧呼吸（CPAP 療法）を導

入することにより、睡眠の質の改善により糖代謝異常の改善により血糖値が低下する

ことも報告されています。睡眠時無呼吸を始め睡眠の改善のための健康相談には、い

つでも対応いたします。御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名誉院長  夏秋 正文 



◎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

２月２０日

（第３金曜）

*検査データから自分のからだを読みとろう

*腎症を予防しよう ～低たんぱく質食を知ろう～

保健師

管理栄養士

３月２０日

（第３金曜）

*フットケアについて知ろう

*腎症について知ろう

薬剤部

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
健康管理センター TEL：0955-28-3412
URL http://imari.jcho.go.jp
E-mail main@imari.jcho.go.jp

伊万里松浦病院広報部
発刊第４号
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只今、平成２７年４月からの健康教室の開催準備を行なっております。
これまで以上に、患者様、ご家族、地域住民の方々に楽しく参加して頂けば幸いです。
毎回、ヘルシーおやつや野菜料理の試食会もあります。よろしくお願い致します。

4月17日
（金）

5月15日
（金）

6月19日
（金）

7月14日
（火）

医師の講話
＆

バイキング

呼吸器疾患
講話・体操

高血圧と
脂質異常症

講話

糖尿病の
講話

１月５日、武雄市の「肥前通運株式会社」様にて、
臨床検査科の松下政広技師長が「睡眠時無呼吸症候群
～健康な「息」と「眠り」のための診断と治療～」
と題して健康講話を行いました。

今後も機会があれば、健診事業所及び住民の方へ
実施し疾病の早期発見と健康増進のお役に立ちたい
と考えています。

健康管理センター 管理課長補佐 平山 隆一


