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病院の理念

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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年頭のごあいさつ 

 

事務長 宝蔵寺 義弘          

 

新年、明けましておめでとうございます。いよいよ 2016 年がスタートしました。

毎年この時期になると、あと 3 ヶ月となった今年度はどうなるのか、新年を迎えた 

この 1 年はどんな年になるのかと、年度末を迎えることへの不安と新しい年への期待

が入り混じる、何とも不思議な感情を抱いてしまいます。 

さて、今年の JCHO 伊万里松浦病院の 大の目標は「地域包括ケア病床の開設」で

あります。「地域包括ケア病床」とは、入院治療後、病状が安定した患者様に対して、

在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援を行う病床です。本来昨年 12 月に

開設する予定でしたが、諸事情により今年 4 月の開設を目指すこととなりました。こ

の地域包括ケア病床の開設については、JCHO 理事長からも職員向けの新年メッセー

ジにおいて「地域包括ケアの推進」が第一に挙げられており、その方針にも沿うとこ

ろでもあります。 

次に、昨年開設した「訪問看護ステーション」については、徐々にではありますが

軌道に乗りつつありますので、更なる業務の拡充を図ることを目標としております。

更に従来から実施しています「まちかど健康教室」や「救急一次対応講習」等の地域

貢献活動の継続。そして昨年末より新聞報道でもありましたように、「病院の早期建

替え」であります。 

この病院の建替えに関しては、JCHO 本部主導で進められることにはなりますが、

様々なハードルがある中で、伊万里市長さんや松浦市長さんのご理解をいただき、 

また地元の皆様の温かいご支援を受け、着実に建替えに向けてレールが敷かれつつ 

あると実感しており、必ずや実現できるものと信じております。そのためにも我々 

職員一同は今できること、即ち地域の皆様に愛され利用していただける病院の体制 

づくりに努めること、また地域の皆様の健康・医療に貢献していくことを第一に考え、

精進して参る所存であります。 

皆様にとりまして本年も良き一年となりますことを祈念し、年頭のご挨拶といたし

ます。 



新年・明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頂きありがとうございました。当健康管理センターでは施設内
健診はもとより、巡回健診車による佐賀県と長崎県の事業所の健診を実施し、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。

昨年12月から導入された「ストレスチェック」については、多くの健診事業所からお問い合わせ
を頂いているところでありますので、健診を含むこれらの御要望にもお応えできるサービスをご提供
していく所存です。今後も地域皆様の健康の保持･増進にお役に立てるよう邁進してまいります。

健康管理センター 管理課長補佐 吉富章三

薬剤科では、病院の理念に基づき、安全かつ適正な薬物療法を確保し、「病む人の気持ち」をくん
だ心のこもった医療を提供することを目的とし、医薬品に係る様々な業務を行っています。

その業務には、調剤時の処方監査、薬歴管理や服薬指導による副作用・薬物相互作用の防止、医薬
品情報の収集、持参薬管理業務等があり、薬剤師としての役目を果たせるよう日々努めています。

持参薬に関しては鑑別業務、院内採用の有無、代替薬の処方提案、臨時購入対応等により、持参薬
から院内処方への切り替えも円滑に行えるよう努めています。

また松浦おさかなまつりや桜の駅まつり等のイベントへ参加し、まちかど健康教室において地域医
療への貢献に努めていきたいと思っています。

薬剤科長 浦川 修

「こんにちは、看護師さん」と声掛けられ、振り向いた時に元気な笑顔を見せてもらえることが私
達の一番の喜びです。しかし、バタバタと忙しい日々の中、なかなか心の余裕がないと、相手に対し
ても笑顔になれません。私達が掲げている基本理念は、「地域の皆様から信頼される、心のこもった
質の高い看護を提供します」としております。一人ひとりが、自立と実力を兼ね備えた受け持ち看護
師として成長できるよう、入院時から退院後の生活を想定し、退院支援や退院調整、カンファレンス
に力を入れているところです。まだ、連携が上手くいかない場面もありますが、何より患者様やご家
族に喜んでもらえるように頑張っています。

今年度から、訪問看護ステーションが新しく加わり、安心して在宅生活が送れるように日々奮闘し
ています。看護職は病院の中で 大組織でもあり、私達が提供する「看護」が病院の質を決めるとい
っても過言ではありません。そのためにも、人材育成には特に力を入れ、教育プログラムに沿って、
新人からベテランまで段階的にステップアップできるよう教育を実施しています。

これからも、患者様・ご家族・職員が「元気になれるように」笑顔と思いやりの看護を目指します
。

副総看護師長 松本 共代

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）として、２回目の新年を迎えることができました。
これもひとえに地域住民の皆様のご理解の賜物と感謝申し上げます。

昨年は全てが様変わりしたJCHO規程に基づき業務を遂行しましたが、その煩雑さにもようやく慣
れ、落ち着きを取り戻しました。

さて、昨今は医療・介護従事者による不祥事に関する報道が散見され、国民の信頼を損なう結果と
なっています。当院でも改めて綱紀の厳正な保持の徹底を図るとともに、疑惑や不信を招くような行
為を厳に慎むよう周知徹底を行います。

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。

事務長補佐（総務企画）平山 隆一



栄養管理室は、管理栄養士３名、調理師６名、調理員１名です。病院での食事とは、治療の一つで
あり、楽しみの一つだと思っています。その食事を患者さまに安全に楽しく召し上がって頂けるよう
、様々な工夫をさせて頂いています。地元食材の使用や特別献立等もその一つです。アレルギーや飲
み込みの困難な方には個別対応をさせて頂いています。病院では病態によって塩分や糖質などの様々
な制限があり、美味しくないというのが一般的に言われています。しかし、これは健康を守る上で大
変重要な事ですから、「制限がある中でもおいしい献立」を目指して日々試行錯誤しています。患者
様の少しでも早い栄養状態の改善と、入院生活の中で楽しみになれるような食事の提供をできるよう
これからも努力し頑張っていきたいです。今年もよろしくお願い申し上げます。

副栄養管理室長代理 川浪 めぐみ

皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
現在の放射線科は、4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。

院外業務では、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
のみ）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 20,860件、胃透視 9,988件
、マンモグラフィ－ 743件、骨塩定量検査 231件の実施となっております。（マンモグラフィ－
と骨塩は院内実施のみ）

放射線科一同、地域医療に貢献できるように日々精進し、安全で安心して受けることができる検査
を提供していきます。今後とも宜しくお願い致します。

放射線科技師長 平田 英樹

当院リハビリテーション部門は、理学療法士５名、作業療法士２名、助手１名の８名で入院患者様、
外来患者様のリハビリと、ご自宅にお伺いしての訪問リハビリを行っております。特に 近は、当院
が力を入れております地域包括ケア推進の一助となるべく訪問リハビリに力を入れており、当院附属
松浦訪問看護ステーションから理学療法士が、当院から作業療法士が訪問リハビリを行っております。
訪問リハビリご希望の方がおられましたら、担当されているケアマネージャー様、もしくは当院職員
にお気軽にお尋ねください。

今後も地域の皆様のご要望にお応えするべく努力してまいります。本年もよろしくお願いいたしま
す。

リハビリテーション科 理学療法士長 神田 真一

今シーズンは暖冬といわれ、1月15日時点では、当院でのインフルエンザやノロウィルス等の陽性
例も検出されておりません。しかし油断することなく、日頃から十分な睡眠とバランスの良い食事を
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・腹痛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。

27年度は4月より、健診のオプション検査として頚動脈エコーを始めました。頚部の血管壁の肥厚
や血栓（プラーク）の有無を確認するものです。動脈硬化は高血圧・高脂血症・糖尿病・喫煙などで
リスクが上がります。全身の血管の状態を反映し様々な疾患に結びつきますので、検査されてみては
いかがでしょうか。

主任検査技師 千代田 由美



 

佐賀糖尿病療養指導士に合格して 

リハビリテーション科 理学療法士長 

神田 真一 

このたび平成 27 年度認定試験に合格いたしました。 

今までも糖尿病患者様の運動指導にあたってきました

が、今後は先輩療養指導士

の皆様方と一緒に、糖尿病

患者様の療養全般にもお役

に立っていきたいと思ってい

ます。 

 

NST 専門療法士に合格して 

栄養管理室 副栄養管理室長代理

川浪 めぐみ

当院では平成 18 年より NST 活動を行っております。 

NST では、療養の時期や全身状態などに合わせて、

一人一人にあった栄養管理方法を提案していくよう心

がけています。そして患者様の栄養状態の改善・治療 

効果の向上・合併症の予防・

QOL の向上等を活動目的として

います。チームの一員として、

これからも頑張っていきますので

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院にて開催されました上記コースでは 10 名が受講し、新たなヘルス

プロバイダーが誕生しました。看護師、作業療法士、介護福祉士と多職

種にわたり、一時救命処置の大切さを学び今後のＢＬＳに期待がかかりま

す！ 

また、新たなＢＬＳインストラクターが誕生し当院には６名となりました。

今年もＢＬＳ活動を広げ地域へ貢献できるように頑張りたいと思います。 

詳細情報をお知りになりたい方は当院地域携室までお気軽にご相談 

ください。                            院内救急委員会 

 平成 27 年 12 月 7 日、8 日、JCHO 九州病院にて厚労省

老健局「認知症施策等総合支援事業」の一環として、JCHO

九州地区の医療専門職を対象に「認知症対応能力向上研

修会」が開催され、当院より、池田直美（2 病棟看護師）、渡

邊明子（3 病棟看護師）、市丸大輔（主任作業療法士）が参

加しました。今後当院における認知症対応のエキスパートと

して実践していきたいと思います。    （参加スタッフ一同）

平成２７年度認知症対応能力向上研修会へ参加しました 

BLS（１次救命処置）＋FA（応急処置）パッケージコースが開催されました



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１１日に、平成２７年度糖尿病友の会さよひめ桜の会 患者のつどいを開催させて頂きました。 

今回は、糖尿病歴半年から４０年以上の方々など１７名の患者様が参加されました。 

はじめに中城院長の挨拶から始まり、次に当院の糖尿病療養指導士手作りグッズ「見えない出血メガ

ネ」「どっちが糖尿？」「サラサラ血ドロドロ血」の３種類を使って、合併症の模擬体験コーナーを設けまし

た。患者様同士は初対面の方が多かったのですが、講義式の教室と違い、患者様が参加できるように

したことで、会話も弾まれていました。頭で合併症を理解していても実感するのが困難な患者様に、合

併症予防を伝える療養指導の一手段として、これからも色々なグッズを作成し、体験機会を増やしてい

きたいです。 

 理学療法士による「自宅で気軽に出来る運動」、患者様の情報交換会、試食会も行いました。情報

交換会は、糖尿病と向き合った時の気持ち、食事療法や運動療法の取り組み方、年末年始の過ごし方

について、グループに分かれて行いました。私たちスタッフにはなかなか聞けないことや実際に自分が

行ってよかった食事や運動療法の紹介など各グループから「そう！そう！！」「こうしてみたら！」「分かっ

てるけど、なかなか出来んもんね」など大変盛り上がっていました。 

 試食会では、60kcal のきのこカレー、低 GI ごはん「へるしごはん」、野菜サラダ 100ｇ、４０kcal の果

物盛り合わせを糖尿病○×クイズをやりながら、食べていただきました。 

患者様からは、「あっという間だった。」「またぜひ参加したい。」「もっと合併症のことを聞きたかった。」

「嗜好品に関する食事療法を知りたい。」など色々な感想を頂きました。 

２時間半という限られた時間ではありましたが、今回の患者のつどいに参加され、患者様自身が糖尿

病に関して理解度を深め、よりよい血糖コントロールを追及して合併症の発症を阻止するとともに、合併

症の早期発見・早期治療に努められることをスタッフ一同願っています。 

（佐賀糖尿病療養指導士・TNT-D 認定管理栄養士 川浪めぐみ）
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自宅でも簡単にできる筋力トレーニング 
                           

外で運動をしたくても、天気の悪いときや寒さの厳しいときには、できないということも少なくあり

ません。そんな日が続くと、どうしても運動不足気味に・・・ 
そういうときのために、自宅でも簡単にできる「筋トレ」に挑戦してみませんか？ 
簡単にできる筋トレはいろいろとありますが、今回は 2 つ紹介させていただきます。 
 
＜スクワット運動＞ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜足上げ運動＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注意：腰や膝などに痛みがある方、また運動中に痛みが出現された場合は無理をせずに中止して下さい！ 

リハビリテーション科 理学療法士 原田 善教 

① 両足を肩幅くらいに開いて立ち、両手を前に水平に伸ばします。 
② 両膝をゆっくり曲げ、その姿勢を 1 秒程度キープしたら、ゆっくり膝を伸ばします。その間、

両手は水平を保つようにします。 
③ 両膝を深く曲げるほど、負荷も大きいので、高齢の方は浅めの屈伸を。 

屈伸回数も当初は 20～30 回にし、無理をせずに少しずつ回数を増やしましょう。呼吸をしな

がらゆっくり行います。 

① 力を抜いて立ち、片足ずつ交互にゆっくりと膝を上げ下ろしします。膝を上げるときに息をはくよ

うにします。 
② 足だけでなく腹筋の運動にもなるので、膝が直角になる高さまで上げるのが理想的。ただ、腰に負

担がきやすいので、腰痛のある方は軽く上げる程度に。足元が不安な方は、壁や机に手を添えまし

ょう。当初は 20～30 回程度にし、慣れてきたら 50～100 回を目標に。 



◎期 日： １・２月：第３金曜日 3月：第３火曜日開催
◎場 所： 伊万里松浦病院会議室 １０：００～１１：０0
◎内 容： 講義と実習
◎費 用： 患者様は健康保険適用、一般の方は２００円

日 付 内 容 担 当

１月１５日

（第３金曜）

テーマ：高血圧と脂質異常症について

*頸部動脈エコーって知ってますか？

*高血圧と脂質異常症の食事療法を知ろう！

検査部

管理栄養士

２日１９日

（第３金曜）

テーマ：糖尿病について

*合併症について知ろう♪

*糖尿病の食事療法を知ろう 

看護師

管理栄養士

３月15日

（第３火曜）

みんなで、ワイ ワイ バイキング ～糖尿病～

*糖尿病について知ろう！

*バイキング ～自分に見合った量を身につけよう～

医師

管理栄養士

独立行政法人地域医療機能推進機構
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毎回、ヘルシーおやつ又は野菜料理の試食会もあります。お気軽にご参加ください♪

当院には糖尿病友の会「さよひめ桜の会」があります。
糖尿病情報月刊誌「さかえ」の配布やウォークラリー、糖尿病患者のつどいなどのイ
ベントのお知らせなど行っております。
入会ご希望の方は、当院内科または栄養管理室スタッフへお申し付けください。

◎年会費：2,800円 ◎申込期限：１月２９日 ◎問合せ先：栄養管理室 松永


