
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診療機能を整備し、「病む人の気持ち」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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平成 26 年 4 月に JCHO 伊万里松浦病院として新たにスタートし、あっという間に 1 年が過ぎました。

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し地域医療へ貢献していく事を心に決め 
スタートしたことを思い出します。 

昨年 7 月に病院改善のため地域代表の方をお招きし、地域協議会を開きました。その際「接遇の改善」 
「アンケートの定期的な実施」「待ち時間の短縮」などの提言があり、全職員が改善に取り組みました。 
 今年度の抱負としては年度目標に「経営改善してプラスのスパイラルに」を掲げました。4 月より欠員で

あった副院長に藤澤伸光医師が就任されました。呼吸器専門であり、疾患をはじめ、呼吸器リハビリのさら

なる充実を目指してくれるものと期待しています。外科も江川紀幸医師が赴任し 3 人体制となります。徐々

に常勤医が増えており診療体制も少しずつ充実していくと思います。 
まだまだ不十分な改善ですが、地域の皆様から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 博美（なかしろ ひろみ） 
専門科；消化器・肛門・乳腺外科 
外来担当；毎週月曜日・第 1.2.4 金曜日（午前中） 
内視鏡；毎週火曜日・第 2.4 木曜日 

藤澤 伸光（ふじさわ のぶみつ） 
専門科；呼吸器内科 
抱負；11 年ぶりに佐賀県での勤務です。 
   私のルーツは平戸です。 
   近くに帰ってきましたのでよろしくお願いします。

院長挨拶 

副院長紹介 



・氏 名 力武 眞由 （りきたけ まゆ）

・所 属 3病棟看護師

・抱 負 わからないことが多く、ご迷惑おかけす

ると思いますが、よろしくお願いします。

・氏 名 江口 今日子 (えぐち きょうこ）

・所 属 3病棟看護師

・抱 負 精一杯努力します。

よろしくお願い致します。

・氏 名 江川 紀行 （えがわ のりゆき）

・所 属 消化器外科医師（内視鏡）

・抱 負 地域のみなさんのお役に立てるように

励みます。よろしくお願いします。

・氏 名 松永 みゆき （まつなが みゆき）

・所 属 2病棟看護師

・抱 負 新人とはいえない年齢ですが、新たな

環境で笑顔で頑張ります。

・氏 名 釘町 桃子 （くぎまち ももこ）

・所 属 2病棟看護師

・抱 負 迷惑をお掛けすると思いますが、

よろしくお願いします。

・氏 名 永徳 ちひろ （えいとく ちひろ）

・所 属 リハビリテーション科、作業療法士

・抱 負 笑顔満点の作業療法士になります！

よろしくお願いします。



おいしく食べるために
～食事姿勢について考えてみよう！！～

今回は、リハビリの視点から食事時の姿勢についてお話したいと思います。
まず、食事の姿勢を考えてみましょう！！以下に当てはまるものがありませんか？？

□首が過伸展（過剰に反っている）していませんか？

□体が左右に傾いていませんか？

□机の高さは高すぎたり、低すぎたりしていませんか？

□椅子の高さは足が十分に床についている高さですか？

では、こういう風に工夫してみましょう！！

① 椅子に座って食べる場合

・股関節と膝が90度になるように意識をすることが大切です。
また、足裏が床に十分に付いている姿勢に近づけます。

・足裏が床につかない時は、台に足を乗せることで補えます。
（台は、雑誌を重ねたものなど、高さを補うと便利です！！）

90度

90度

⾜の裏をしっかり床につける

・机の高さは、目安として食事動作がしやすく、食事がしっかり
見える位置に設定することが大切です！！

・実際に食事を食べる場合は、体を前に傾けると食べやすいと言
われています。もし難しい場合は、背中の後ろにクッションを
置くと、体を前に傾けやすくなります。

② ベッド上で食べる場合

・椅子の場合と同様、体を前に傾けることがポイントとなります。
もし難しい場合は、クッションやタオルを巻いたもの等で調整
すると良いかと思います。

・机の位置は⾷べ物が⾒え、箸やスプーンが使いやすいよう⼯夫
すると良いですよ！！



独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO(ジェイコー)）

伊万里松浦病院附属訪問看護ステーション

このたび、平成27年4月1日より

「伊万里松浦病院附属訪問看護ステーション」
を開設する運びとなりました。

松浦市立中央診療所内にステーションを設置し、伊万里市、松浦市の地域住民
のニーズに応えていきたいと考えています。
看護師やリハビリスタッフが安心できる在宅生活をサポートします。
詳細はお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

スタッフ
○ 管理者 平川 由美子
○ 訪問看護師 山本 淳子

小林 千鶴子
○ 理学療法士 大和田野 祐一

地域連携室からのお知らせ

医療・福祉について
『お悩み・ご相談』
はありませんか？

介護サービスについて
福祉サービスや手続きについて
医療費の負担を軽減できる
利用可能な制度について
入院（転院）のご相談

社会福祉士：辻川 充

4月より地域医療連携室へ配属となりました。
地域包括ケアを実現するために
他職種と連携しながら
頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

看護師：太田 典子



平成 27 年 3 月 29 日（日）MR 浦ノ崎駅・桜の駅まつりに今回も「まちかど健康教室」を

会場にて開催いたしました。 

当日の桜は五分咲き程度でしたが、晴天に恵まれ初夏を思わせる天候でした。 

浦ノ崎駅に電車が到着する度にたくさんの方々が来られ、今回は約 300 名の来場者があり、

その中でまちかど健康教室へは伊万里市・松浦市の住民をはじめ合計 17３名の参加がありま

した。 

「血圧測定」「血糖測定」など各種検査や医師・薬剤師・看護師・保健師・栄養士など相談

ブースを設けました。自分の検査結果に一喜一憂されていましたが、「毎回この教室に参加し

ていろんな事が聞けて助かる」「健康に対する考え方が変わった」「来年もまた開催してくださ

い」等の声が聞かれており、スタッフ一同大変に喜んでおります。 

  また、今年からは、当院の院内救急委員会からも、まちかど健康教室の一角のブースをお借

りして、「一次救命の処置」と「AED の使い方」を広めることを目標として参加いたしまし

た。 

参加された方々は胸骨圧迫の方法や AED の使い方を熱心に聞かれ、体験して頂きました。 

最初は胸骨圧迫の方法・AED の使用方法に「怖い」という声も聞かれましたが、体験して

頂くことにより「怖い」という気持ちも薄らいだのではないかと考えています。 

特に小さいお子さんを連れてのお母さんの来場も多く、乳児・幼児の一次救命に対して熱心

に聞かれる場面もあり、今後は、乳児・幼児の一次救命に対してのブースも設けるようにした

いと考えております。今後も、院内救急委員会として、積極的に参加していきたいと思います。 

これからも、当院の理念である、地域医療への貢献・良質かつ適切な医療・健診事業の充実

を目標に地域社会活動へ参加していきます。 

院内救急委員会のステージでの寸劇を快諾していただいた桜の駅まつり実行委員長・実行委

員の皆様・まちかど健康教室に関わって頂いたスタッフの方々に心より感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

                 3 病棟 副看護師長 田邊勝久 

 

 

 



糖尿病情報 さよひめ桜の会だより             ２０１５年４月号 

 

 

 

 

■ 腎臓の構造と役割 

 腎臓には全身の血液が流れ込み、体内の不要な水分とゴミ（老廃物）を濾過して尿として

出す働きがあります。（腎機能）この濾過は、片方の腎臓に 100 万個ある、毛細血管の塊・

糸球体で行われます。糖尿病は全身の血管の病気であり、高血糖が長く続くと、毛細血管に

障害が出現し、臓器障害、合併症につながります。その一つが腎症であり、糖尿病網膜症、糖

尿病神経障害と並ぶ三大合併症の一つです。 

 

■ 糖尿病腎症の診断 

・尿中微量アルブミン 

・尿たんぱく 

・推算糸球体濾過量（ｅＧＦＲ） 

糖尿病では腎臓にある糸球体基底膜が障害を受け、尿中にたんぱくが漏れ出し始めます。最

初に漏れ出てくるのが、分子量（サイズ）の小さなアルブミンです。進行すると、もっと大き

なさまざまなたんぱくが漏れ出します。これが蛋白尿として検出されます。したがって、微

量アルブミンが検出される時期が「早期腎症」であり、その範疇を超えて尿中にさらに多く

のたんぱくが検出される時期を「顕性腎症」と呼びます。 

 

糖尿病性腎症病期分類２０１４ 

 

糖尿病腎症に対する特効薬はありません。 

内科的治療は中心になりますが、特殊な治療名があるわけではありません。 

生活習慣の改善を含めた総合的な管理が重要となります。 

    伊万里松浦病院 看護師・佐賀糖尿病療養指導士 山本淳子 

尿アルブミン値 ＧＦＲ（ｅＧＦＲ）

あるいは尿たんぱく値 （ml／min／1.73ｍ2）

第１期

（腎症前期）

第2期

（早期腎症期）

第3期

（顕性腎症期）

あるいは

持続性蛋白尿（0.5以上）

第4期

（腎不全期）

第5期

（透析療法期）
透析療法中

病期

問わない

30以上

30未満

正常アルブミン尿（30未満） 30以上

微量アルブミン尿（30～２９９） 30以上

顕性アルブミン尿（300以上）



◎期 日： ４～６月：第３金曜日 ７月：第３火曜日 開催
◎場 所： 伊万里松浦病院会議室 １０：３０～１１：３0
◎内 容： 講義と実習 １コース４回

日 付 内 容 担 当

４月１７日

（第３金曜）

テーマ：糖尿病

・元気の秘訣は、自己管理から♪

・糖尿病の食事について知ろう

看護師

管理栄養士

５月１５日

（第３金曜）

テーマ：運動

・自宅でできる運動 ～雨の日でも大丈夫！～

・エネルギーダウンの料理方法を知ろう

理学療法士

管理栄養士

６月１９日

（第３金曜）

テーマ：呼吸器疾患

・日常生活の過ごし方

・呼吸器疾患の食事療法について

院内救命委員会
チーム

管理栄養士

７月１４日

（第３火曜）

テーマ：高血圧症

・高血圧について知ろう

・バイキング ～減塩でもおいしい料理～

医師

管理栄養士

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
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・日時：毎月第2月曜～金曜 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、前日までにご予約ください。
なお、飛び入り参加もOKです。参加人数によっては
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


